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コースの概要 

 Windows Azure プラットフォームを用いた、アプリケーション
開発手法の基本を理解する 

 Windows Azure 上で動作するアプリケーションの作り方を理解する 

 SQL Azure 及びストレージサービスの基本的な使い方と制限事項を
理解する 

 Windows Azure へのアプリの配置方法と運用方法を理解する 

 

 （注意） 本 Workshop では、.NET アプリケーションの作り方
そのものについては解説しません 

 ASP.NET による基本的な Web アプリケーション開発手法について
は理解しているものとして解説します 

 主に Web ロールの使い方を中心として解説を行います 
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Course Agenda 

 Windows Azure プラットフォーム基礎 

 Module 1 Windows Azure でのアプリケーション開発概要 

 Module 2 SQL Azure データベースサービス 

 Module 3 Windows Azure コンピュートサービス 

 Module 4 Windows Azure ストレージサービス 

 Module 5 運用環境への配置とアプリケーション管理 

 

 Appendix Windows Azure プラットフォーム応用 

 Module 6 Windows Azure Diagnostics 

 Module 7 Windows Azure ネットワーク仮想化技術 

 Module 8 Windows Azure への既存システムの移行 
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本資料に関するご注意 

 本資料は 2011/04/06 時点の以下のバージョンに基づいて
作成されています 

 Windows Azure SDK 1.4 

 Windows Azure Guest OS 2.3 

 SQL Azure 10.25.9501.0   Nov  3 2010 13:04:51 

 以下の点に関して、ご注意いただくと共にご容赦ください 

 スナップショットに一部、古いものが含まれています 

 実質的に問題がないと思われるものはそのまま掲載しています 

 サンプルコードは C# にて示してあります 

 VB コードが必要な場合には、各種のコンバータをご利用ください 

 ツールには、一部、サポートのないものがあります 

 オープンソースのツールなどは一般的な製品サポートがありません 

 運用環境で利用する場合は事前にサポートの問題を十分にご検討くださ
るよう、お願いいたします 
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Module 1 

Windows Azure での 

  アプリケーション開発概要 

Windows Azure Application Development Overview 
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Windows Azure でのアプリケーション開発概要 

Agenda 

 Windows Azure 上でのアプリケーション開発の基本的な流
れを理解する 

 Windows Azure の基本構成要素（復習） 

 Azure アプリケーションの開発環境の作り方 

 Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

 以降の解説の流れについて 
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Windows Azure の基本構成要素（復習） 

 Windows Azure プラットフォームとは、カスタムアプリケー
ションを動作させることができる PaaS サービスである 

 Web, DB から構成される、 

典型的な Web アプリケーシ 

ョンを乗せて使うことが可能 

 様々なサービスが提供され 

ているが、これらを総称して 

「Windows Azure プラットフ 

ォーム」と呼んでいる 

クラウド型 

（オンラインサービス） 

Windows Azure AppFabric 
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（なし） 
（ハードウェアのみの直接提供はなし） 

SQL Azure 

Windows Azure Compute Service 

Web Role, Worker Role,  

VM Role, Storage Services 
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インフラ 

アプリ 

ミドル 

Windows Azure 

Platform 

Windows Azure 用 

カスタム 

アプリケーション 
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Windows Azure の基本構成要素（復習） 

 Windows Azure プラットフォームでは様々な機能が提供さ
れているが、代表的なサービスは以下の 6 つである 

 1. Windows Azure コンピュートサービス 

 2. SQL Azure データベースサービス 

 3. Windows Azure ストレージサービス 

 4. Windows Azure AppFabric 

 5. Windows Azure Virtual Network 

 6. フェデレーション認証 

 

 これらについて順に解説する 
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 Windows Azure プラットフォーム上に自社アプリを開発して
乗せる場合には、主に以下の 3 つのサービスを利用する 

 1. Windows Azure コンピュートサービス 

 2. SQL Azure データベースサービス 

 3. Windows Azure ストレージサービス 

 これらの概要について、以下に解説する 

 

Windows Azure の基本構成要素（復習） 

－基本となる代表的なサービス 

インターネット 

Windows Azure 

プラットフォーム 

データセンタ 

Windows Azure 

コンピュートサービス 

SQL Azure 

データベースサービス 

Windows Azure 

ストレージサービス 

HTTP / HTTPS 

REST 

HTTP 

TCP/IP 

（TDS） 
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Windows Azure の基本構成要素（復習） 

－1. Windows Azure コンピュートサービス 

 カスタムアプリケーションのホスティングサービス 

 Windows Server OS のベースイメージが提供され、そこにカスタム
アプリケーションを乗せて実行させることができるサーバ 

 一般的なレンタルサーバに近いものだが、乗せられるアプリケーションに
は制限事項があり、OS を直接操作することは基本的にできない 

 以下の 3 種類のサーバを利用することが可能 

 A. Web Role サーバ : IIS が搭載されたサーバ（Web アプリ用） 

 B. Worker Role サーバ : IIS 非搭載のサーバ（バッチアプリ用） 

 C. VM Role サーバ ： 自身でベース OS イメージを作成して使うサーバ 

インターネット 

HTTP / HTTPS 

A. Web Role サーバ B. Worker Role サーバ 

Web アプリケーション 

動作用のサーバ 

バッチアプリケーション 

動作用のサーバ 

※ （注意） 下図は分かりやすさのために物理サーバと 

  してイラスト化しているが、実際にはどのサーバも 

  Hyper-V の仮想マシンとして動作している 

※ Worker ロールはここではバッチ用としているが、 

  現在は汎用的なサーバとして利用可能（詳細は 

  Module 3 にて解説） 

C. VM Role サーバ 

大きなカスタマイズが 

可能な汎用サーバ 
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Windows Azure の基本構成要素（復習） 

－1. Windows Azure コンピュートサービス 

 物理的な動作イメージは以下の通り 

 Windows Azure コンピュートサービスを簡単に言うと、VM イメージ
のコピーとアプリケーションを自動展開するシステムである 

 ファブリックコントローラがリソースの空きを見て、適切な展開を行う 

アプリパッケージ 

（.cspkg） 

構成設定ファイル 

（.cscfg） 

Azure ポータル 

ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

 

ファブリック 

コントローラ 

Windows Azure の 

インフラを監視・管理 

している基盤サービス 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ B の 
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OS 
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ランタイム／ミドル 
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ユーザ C の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ E の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ O の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ P の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ X の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

Windows Azure コンピュートサービス 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

仮想マシン 

（Web Role） 

ベース 

イメージ 

ハードウェアの空き 

状況を見て、VM  

イメージコピーと、 

パッケージの展開
が実施される 

ユーザ A 

アプリパッケージ 

（.cspkg） 

個々の仮想マシンは 

Windows 2008 にすぎない 

・ この割り当ての仕組みを “Provisioning” と呼ぶ 

・ このような動作をしているため、Windows Azure  

 コンピュートサービスの動作の肝は、ファブリック 

 コントローラが担っている 

 （これが Windows Azure コンピュートサービスが 

 Cloud OS とよばれる所以の一つになっている） 
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Windows Azure の基本構成要素（復習） 

－1. Windows Azure コンピュートサービス 

 （参考） Windows Azure コンピュートサービスのサーバ 

出典：PDC10 CS08 "Inside Windows Azure: The Cloud Operating System" 

（Fabric Controller の詳細動作などについても解説されている） 

（参考） データセンタには何種類かあり、こうしたラック型のものもある 
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Windows Azure プラットフォームの主要構成要素 

－1. Windows Azure コンピュートサービス 

 Windows Azure コンピュートサービスでは、複数のサーバ
群をまとめて一つのパッケージとして展開することができる 

 コンピュートサービスでは、『サービスモデル』と呼ばれる仕組みを利
用して、複数のサーバ群と通信モデルをパッケージ化して取り扱う 

 これにより、容易なサーバ展開とシステム管理が可能になっている 

Worker Role Web Role 

VM Role 

内
 

内 外 

外 

内
 

MCS.Japan.CloudSystem 

パブリック 

IP アドレス 

パブリック 

IP アドレス 
HTTP ポート 80 

TCP ポート 81 
HTTP ローカル 

ポート 80 

TCP ローカル 

ポート 5001 

TCP ローカル 

ポート 5002 

HTTP ローカル 

ポート 80 

HTTP ローカル 

ポート 80 

HTTP-REST 

TCP 1433 

インターネット上の 

サーバ 

Windows Azure 

ストレージサービス 

SQL Azure 

データベースサービス 
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 インターネット上で利用できる SQL Server データベース 

 SQL Server に対していくつかのカスタマイズを加えて作られた、高
可用性リレーショナルデータベースサービス 

 容量に 50GB という制約があるかわりに、サービス可用性は 99.9% 

 カスタムアプリのインフラとして見た場合、SQL Server の細かいサーバ
運用に気を払わずに使うことができるというメリットがある 

 TDS プロトコルを直接受け付けることができるため、通常の SQL 

Server とほぼ同一の開発ツールや管理ツールを利用できる 

Windows Azure の基本構成要素（復習） 

－2. SQL Azure データベースサービス 

インターネット 
Windows Azure 

コンピュートサービス 

SQL Azure 

データベースサービス 

HTTP / HTTPS 

TCP/IP 

（TDS） 

TCP/IP 

（TDS） 
SQL Server 

Management Studio 

・ 3 多重でデータ保持 

・ 99.9% の可用性 

・ 障害時は自動フェイル 

 オーバする ※ ポートオープンの設定が必要 

Web Role 

Worker Role 
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Windows Azure の基本構成要素（復習） 

－3. Windows Azure ストレージサービス 

 大規模・大容量の高信頼性ディスクストレージサービス 

 TB 級のデータを格納することができる、大規模ストレージサービス 

 格納可能なデータ構造として、以下の 3 種類が定義されている 

 A. BLOB （巨大なバイナリデータ） : メディアファイルなどの格納に最適 

 B. Table （ハッシュテーブルデータ） : キー付きのデータの保存に最適 

 C. Queue （メッセージキュー） : Azure サーバ間の通信に利用 

 Azure アプリでは、ログデータの転送先ストレージとして利用する 

 コンピュートサービスのサーバ上には、永続化ストレージがないため 

 SQL Azure に比べて、データ保持コストが安いため、こちらを利用する 

インターネット 

HTTP / HTTPS 
Web Role Worker Role 

Queue 

BLOB 

Table 

TCP などによる直接 

通信も可能だが… 

ログデータなどの 

転送・記録 
メディアファイルなどの 

巨大なファイルは 

Storage サービスに 

配置しておいて、 

インターネットに配信する 

こともできる 

・ TB 級のデータも格納可能 

・ 高信頼性（拠点内で 3 多 

 重化されている） 
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Windows Azure の基本構成要素（復習） 

－2 つのストレージシステムの違いについて 

 （重要！） Azure のストレージは、オンプレミスの場合とかな
り異なるため、その特性をよく理解しておく必要がある 

 クラウド環境は、安価なハードで分散処理することを基本としている 

 この結果、機能か容量のどちらかが犠牲になる → 2 種類のストレージ 

 Azure の 2 種類のストレージは、トレードオフのどちらを優先するの
かによって使い分けることになる 

SQL Server 

(オンプレミス) 

SQL Azure 

データベース 

サービス 

Windows Azure 

ストレージ 

サービス 

機能を優先 

容量を犠牲 

容量を優先 

機能を犠牲 

◎ 容量 

◎ 機能 

× コスト 

◎ 容量 

× 機能 

◎ コスト 

× 容量 

◎ 機能 

◎ コスト 
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 このため Azure 環境では、これら 2 つのストレージを以下の
ようにしてうまく使い分ける必要がある 

 SQL Azure → JOIN 処理などを要する業務データ 

 Windows Azure ストレージサービス → 蓄積に主眼を置くような巨大
なデータ（ログデータやバイナリデータ） 

Windows Azure の基本構成要素（復習） 

－2 つのストレージシステムの違いについて 

Windows Azure 

コンピュート 

サービス TCP/IP 

(TDS) 

SQL Azure 

データベース 

サービス 

Windows Azure 

ストレージ 

サービス 

HTTP 

REST 

業務 

データ 

巨大な 

データ 
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 クラウド環境とオンプレミス環境との間で、ネットワーク接続
をしたい場合には、Windows Azure Virtual Network を使う 

 以下の 2 つの機能が提供される予定 

 A. Windows Azure Connect 

 マシン単位の接続 

 B. Windows Azure Gateway 

 ネットワーク間の VPN 接続 

 Azure 環境と接続を行いたいマシンに 

Windows Azure Connect エージェント 

をインストールすると、当該マシン 

間で IPv6 仮想ネットワークを構成 

することができる 

 これにより、Azure 環境からオンプ 

レミス環境のサーバを呼び出すこと 

が可能 

Windows Azure の基本構成要素（復習） 

－4. Windows Azure Virtual Network 

オンプレミス 

データベース 

開発マシン 

Relay 

Role B Role A 

Role C 
(multiple VM’s) 

2011/04 時点で CTP 

リリース時期未定 
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Windows Azure の基本構成要素（復習） 

－5. Windows Azure AppFabric 

 アプリケーション開発に役立つ、様々なミドルウェアサービス
を "AppFabric" というブランド名で提供している 

 現時点で提供予定の機能は以下の 5 つ（今後増える可能性もあり） 

 

http://www.microsoft.com/windowsazure/appfabric/overview/default.aspx 

名称 概要 主な使いどころ ステータス
（2011/10時点） 

サービスバス ・ISB (インターネットサービスバス)機能を提供 
・ファイアウォールに in-bound ポートを空けなく
ても、リクエストを受け付けることができるように
なる 

・企業間のシステム連携機能の作りこみ
に利用 
 

商用、V1 

アクセスコント
ロール 

・フェデレーション技術を利用した、認証連携機
能を提供 

・サービスバスを利用する際に背後で利
用 
・多段のフェデレーション認証を行う際に
利用 

商用、V2 

キャッシング ・大規模分散型メモリキャッシュサービスを提供 
・アプリケーションから、各種のデータを保存する
サービスとして利用できる 

・ASP.NET セッションデータの格納 商用 

インテグレーショ
ン 

・BizTalk Server が提供していたような、パイプラ
イン、変形、アダプタ機能などを提供 

・BAM が必要なシステム間連携の実現 CTP 

コンポジットアプ
リ 

・WF、WCF の実行基盤（ホスティング環境）を提
供 

・WF、WCF などを用いたアプリケーショ
ンの開発 

今のところなし 
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Windows Azure の基本構成要素（復習） 

－6. フェデレーション認証（WIF, ADFS） 

 イントラネットシステムを Azure 上に移行する場合、フェデ
レーション認証を利用するとよいケースが多い 

 フェデレーション認証とは、ユーザの認証情報や属性情報を自システ
ムで保持せず、外部に依存する認証方式のこと 

 以下の作業を行うと、イントラネット／Azure 間での SSO ができる 

 イントラネット側 ： ADFS サーバを立てる 

 Azure アプリケーション ： WIF のモジュールをインストールして設定する 

 
イントラネット 

Active 

Directory 
Web サーバ 

イントラネットの Web サーバで 

あれば、Windows 統合認証で 

ドメインアカウントによるSSO 

（シングルサインオン）ができる 

ADFS 

サーバ 

ADFS 

プロキシ 

サーバ 

Windows Azure 

ADFS 

クッキー 

Azure アプリケーション
に WIF のモジュール
を組み込んでおく 

ADFS サーバで 

認証を受けたあと、 

認証情報（トークン）が 

含まれたクッキーを 

サーバに送信する 

clientlogon.aspx 

signout.aspx 

discoverclientrealm.aspx 

社外からアクセスする
場合にも利用可能！ 

※ 詳細：PDC09 SVC17 Enabling Single Sign-On 
to Windows Azure Applications 

http://microsoftpdc.com/Sessions/SVC17 

※ 本機能は Windows Azure の機能というわけでは
ないが、重要な機能なのでここに含めて解説した 

ドメインアカウントで 

社外サーバに 

アクセス可能！ 
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Windows Azure の基本構成要素（復習） 

－ここまでのまとめ 

 Windows Azure プラットフォームとは、Microsoft が提供す
る PaaS プラットフォームの総称である 

 1. Windows Azure コンピュートサービス 

 Web ロール（OLTP 用）、Worker ロール（バッチ処理用）、VM ロール 

 2. SQL Azure データベースサービス 

 容量 50GB のクラウド型 SQL Server データベース 

 3. Windows Azure ストレージサービス 

 永続データを記録するためのディスクストレージサービス 

 4. Windows Azure Virtual Network 

 クラウド／オンプレミス間接続を実現する、仮想ネットワーク技術 

 5. Windows Azure AppFabric サービス 

 アプリケーション開発に利用可能な各種のミドルウェアサービスを提供 

 6. フェデレーション認証（WIF, ADFS） 

 クラウド上のシステムに対して社内からシングルサインオン認証を実現 

p.22 

Azure アプリケーションの開発環境の作り方 

 Azure アプリケーションを開発するには、開発マシン上に 

Windows Azure のエミュレータを導入する必要がある 

 以下により開発環境を構築する 

 Visual Studio 2010 + Windows Azure Tools for Visual Studio 

※ SQL Azure は特にエミュレータはない（SQL Server 2008 Express の
ファイルアタッチデータベースを利用すればよい） 

※ OS としては Vista または Windows 7 が必要（IIS 7.x を利用するため） 

 これにより、開発環境に以下の 2 つのエミュレータが導入される 

 コンピュートエミュレータ 

 ストレージエミュレータ 

 これらを利用することにより、ローカ 

ルコンピュータでも、Azure アプリケ 

ーションの開発やデバッグが実施で 

きる 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－12 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.23 

インターネット 
Windows Azure 

コンピュートサービス 

SQL Azure 

データベースサービス 

HTTP / HTTPS 

TCP/IP 

（TDS） 

Web Role 

Worker Role 

BLOB 
Table 
Queue 
Drive 

Windows Azure 

ストレージサービス 

Windows Azure 

コンピュートエミュレータ 

SQL Server 

ファイルアタッチ DB 

HTTP 

BLOB 
Table 
Queue 
Drive 

Windows Azure 

ストレージエミュレータ 

Web Role 

Worker Role 

運用環境 

開発環境 

開発マシン 
※ （参考） VM ロールは開発環境ではエミュレートできない 

p.24 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

 まず、Azure 上での開発のイメージを掴むために、非常に簡
単なデータベースアプリケーションを開発してみることにする 

 1. ローカル PC 上でのアプリケーション開発 

 2. エミュレータ上での動作確認 

 3. ポータルサイト上での事前準備 

 4. SQL Azure データベースの準備 

 5. 構成設定値の書き換え 

 6. パッケージファイルの作成と展開 

 7. VIP スワップによる本番環境への展開 

ASP.NET Web アプリ pubs データベース 

TCP/IP 
(TDS) 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－13 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.25 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－1. ローカル PC 上でのアプリケーション開発 

 まず、普通に Web アプリケーションプロジェクトを作成する 

 以下の点に注意して作成する 

 .NET Framework : 3.5～4.0 を選択 

 プロジェクト形式 : Web アプリケーションプロジェクト （Web サイトプロ
ジェクトは不可） 

 

※ （参考） ファイルアタッチデータベースを利用する場合には、マイドキュメ
ント下ではなく、C:\ 直下に適切なフォルダ（例：C:\DevProjects など）を作成
し、そこにプロジェクトファイルを作成することを推奨 

（SDK 1.3 以降で利用される Full IIS 機能では、IIS にマイドキュメント下
フォルダへのアクセス権限が付与されないため） 

※ ここでは C:\DevProjects などの（My 

Documents 以外の）フォルダを使う 

p.26 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－1. ローカル PC 上でのアプリケーション開発 

 ASP.NET を利用して、Web アプリケーションを開発する 

 実行すると、この状態では ASP.NET 開発サーバ上で動作する 

 これを、エミュレータ上で動作するように変更していく 

この状態で実行すると、
ASP.NET 開発サーバ
上で実行される 

※ Azure 環境では利用できな
い機能や制限なども一部存在
するが、これについては後で
解説する 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－14 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.27 

 ソリューションに、Windows Azure プロジェクトを追加する 

 このプロジェクトにより、以下の 2 つを行うことができる 

 開発した Web アプリケーションをパッケージングしてアップロードする 

 開発環境上で、Azure エミュレータを使ってアプリを実行できる 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－2. エミュレータ上での動作確認 

どのロールのサーバに
アップロードするつもり
かを指定する 

※ ここではまだロール
は選択しないこと 

（この画面は新規作成
用であるため） 

p.28 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－2. エミュレータ上での動作確認 

 作成したアプリを、適切なサーバロールに割り当てる 

 作成した Web アプリケーションプロジェクトを、Web ロールサーバに
割り当てる 

 これにより当該 Web アプリケーションが、Web ロールサーバ（＝
Web ロールサーバの VM イメージ）上に展開されるようになる 

サーバロールを新規に
追加し、そこに Web ア
プリケーションを割り当
てる 

Azure のシステムを構
成するサーバロールの
一覧とその構成設定 
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Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－2. エミュレータ上での動作確認 

 以上の作業の後、Azure プロジェクトをローカル実行すると、
ローカルの Azure エミュレータ上でアプリが実行される 

 タスクトレイ上に Windows Azure のローカルエミュレータが起動 

 コンピュートエミュレータ、ストレージエミュレータの 2 つが起動 

 ここにアプリケーションが展開され、実行される 

ローカルの Azure エミュ
レータ（Azure 開発用ファブ
リック）上に各ロールのアプ
リケーションが展開され、実
行される 

展開 

 Azure プロジェクト 

p.30 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－3. ポータルサイト上での事前準備 

 Windows Azure 管理ポータルサイトから、アプリケーション
を展開するための準備を行う 

 ① Windows Azure コンピュートサービスの準備 

 ② Windows Azure ストレージサービスの準備 

 ③ SQL Azure データベースサービスの準備 

 

 

https://windows.azure.com/ 

Windows Azure 管理ポータル 

Windows Azure 

コンピュートサービス 
SQL Azure 

データベース 

サービス 

Windows Azure 

ストレージ 

サービス 

① コンピュートサービス 

② ストレージサービス 

③ データベースサービス 
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Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－3. ポータルサイト上での事前準備 

 ① Windows Azure コンピュートサービスの準備 

 "Hosted Services" の "New Hosted Service" から、サービスを作成 

 作成するサービス名、URL プリフィクス、利用するデータセンタなどを
指定して、コンピュートサービスの準備を行う 

利用するサブスクリプション
（Azure の契約）を指定 

作成するサービスに対して
適切な名前を付与 

アクセスに利用する URL 名
を指定 

サービスを作成するデータ
センタを指定（East Asia = 

香港のデータセンタ） 

サービス作成時に、同時にアプリケーションをアップロードす
るかを指定（ここでは後で行うため、"Do not Deploy" を選
択） 

環境が作成
される 

※ 本番のシステムでは、アフィニ
ティグループを作成して利用する
ことを推奨（Module 5 にて解説） 

p.32 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－3. ポータルサイト上での事前準備 

 以上によりアプリケーションを展開可能な環境が作成される 

 "Production" 環境と、"Staging" 環境の 2 つが作成される 

 Production 環境 ： 最終的に、エンドユーザに公開するアプリケーション
を配置するための環境 

 Staging 環境 : プロダクション環境にアプリケーションを公開する際の、
最終事前チェック作業を行うための環境 

 この二つの環境は、VIP スワップ（仮想 IP 

置換機能）により、入れ替えることが可能 

 まず Staging 環境 

にアプリを展開する 

 最終動作確認をした 

上で、VIP スワップ 

により、Production 

環境と入れ替える 

http://azurehelloworld 

sample.cloudapp.net/ 

http://e203c70010494326898 

6e7e8a6e0df01.cloudapp.net/ 
WebRole1 

WorkerRole1 

WebRole2 

Staging 

環境 

コンピュートサービス 

WebRole1 

WorkerRole1 

WebRole2 

Production 

環境 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

入れ替え 

エンドユーザから見た URL 

や IP アドレスは変わらない
まま、システムが入れ替わる 

※ （注意） Production 環境と Staging 環境
に、機能的・物理的な差異はない。 

※ （注意） Staging 環境も課金対象になる。 
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Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－3. ポータルサイト上での事前準備 

 ② Windows Azure ストレージサービスの準備 

 同様に、"Storage Accounts" の "New Storage Account" から、スト
レージを作成する 

 この作業により、Blob, Table, Queue のストレージがまとめて作成 

 Blob ストレージ → http://○○○.blob.core.windows.net/ 

 Table ストレージ → http://○○○.table.core.windows.net/ 

 Queue ストレージ → http://○○○.queue.core.windows.net/ 

 利用するサブスクリプション
（Azure の契約）を指定 

アクセスに利用する URL 名
を指定 

サービスを作成するデータ
センタを指定（East Asia = 

香港のデータセンタ） 

p.34 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－3. ポータルサイト上での事前準備 

 ③ SQL Azure データベースサービスの準備 

 サブスクリプション下のサーバに、利用するデータベースを作成する 

 サーバ ＝ （オンプレミス SQL Server の）インスタンスに相当 

 データベース ＝ インスタンス下に作成するデータベースに相当 

 

※ 厳密には、SQL Azure の
データベースは SQL Server 

のインスタンスとは異なる（詳
細は Module 2 にて解説） 

SQL Azure サーバの作成 

データベースサーバを作成
するデータセンタを選択 

管理者名と管理者パスワー
ドを設定 

IP アドレスベースのファイア
ウォール設定を実施 

Azure コンピュートサービス
などからのアクセスをまとめ
て許可 
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Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－3. ポータルサイト上での事前準備 

データベースの作成 

データベース名を指定 

データベースの種類を指定 

・Web Edition = 最大 5GB 

・Business Edition = 最大 50GB 

格納データ量の最大値を設定 

（※ Web Edition では 1GB or 

5GB、Business Edition では 

10GB 刻みで設定が可能） 

【SQL Azure サーバ】 

・ SQL Server におけるインスタンスに相当 

・ 1 契約（サブスクリプション）あたり 6 個まで作成可能 

・ サーバ名については、乱数で決定される 

【SQL Azure データベース】 

・ SQL Server におけるデータベースに相当 

・ 1 つのサーバ下に複数（pubs, Northwind, AdventureWorks...）作成可能 

p.36 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－4. SQL Azure データベースの準備 

 ポータルサイトから Database Manager for SQL Azure を
起動し、pubs データベースにデータを投入する 

 Silverlight で作成された、SQL Azure の管理ツール 

 クエリの実行や、テーブルデータの編集などができる 

※ 実際のシステム構築では、SQL Server 

Management Studio や bcp などのツールを
使って、スキーマ構築やデータ移行などを行う
（→ Module 2 にて解説） 

サーバ名、データベース名、 

ユーザ名、パスワードを指定 

してログイン 

クエリ実行やテーブルデータ
の編集が Web 上からできる 
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Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－5. 構成設定値の書き換え 

 ローカルのエミュレータ上で動作しているアプリケーションを、
Azure 環境に適合させるため、いくつかの修正を行う 

 ① データベース接続文字列の変更 

 ② VM サイズとインスタンス数の変更 

※ 実際には他にもあるが、今回のアプリケーションではこの 2 点 

 

 これらについて、以下に解説する 

p.38 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－5. 構成設定値の書き換え 

 ① データベース接続文字列の変更 

 Windows Azure 管理ポータルから、接続文字列を取得可能 

 パスワードの部分を書き換えて、web.config ファイルに設定する 

※ パスワード部分は 

書き換えて利用する 

接続文字列を SQL 

Azure 用に書き換える 
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Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－5. 構成設定値の書き換え 

 ② VM サイズとインスタンス数の変更 

 Azure 環境で利用する仮想マシンのインスタンス数とサイズを指定 

 これにより、Azure 環境で仮想マシンに割り当てられる CPU 数やメモリ、
サーバ台数が決定される 

 （注意） サーバロールは後から変更不可 

 Azure プロジェクトに組み込む時点で、サーバ 

ロールが決定される 

サイズ CPU メモリ ディスク 帯域 課金 

X-Small 1.0GHz x 1(共用) 768MB 20 GB 5Mbps \4.37/h 

Small 1.6GHz x 1 相当 1.75GB 225 GB 100Mbps \10.49/h 

Medium 1.6GHz x 2 相当 3.5GB 500 GB 200Mbps \20.98/h 

Large 1.6GHz x 4 相当 7.0GB 1,000 GB 400Mbps \41.96/h 

X-Large 1.6GHz x 8 相当 14GB 2,000 GB 800Mbps \83.91/h 

VM サイズ 

・ 仮想マシンのベースイメージが物理ハードウェア上に展開される時に、物理 

 ハードウェアから上記の CPU, メモリが割り当てられる 

・ 潤沢なリソースを割り当ててもらうほどより課金が高くなる 

※ X-Small は課金体系が他とは別であることに注意する 

ロール ランタイム ミドルウェア 主な用途 

Web Role 3.5 SP1, 4.0 IIS 7.5 Web アプリ 

Worker Role 3.5 SP1, 4.0 特になし バッチアプリ 

VM Role （任意） （任意） （任意） 

サーバロール 

・ （注意＆参考） Visual Studio のテンプレートとしては、これら 

 以外にもさまざまなテンプレートがあるように見えるが、実質的 

 には上記の 2 つのロールしかない（詳細は後述） 

・ Azure のゲスト OS バージョンによって、利用可能なランタイム 

 が若干異なる（詳細は後述） 

VM 数 

割り当ててもらう CPU 

やメモリリソース量 

※ （参考） Azure VM の詳細については以下を参照 
PDC10 CS63 : Inside Windows Azure Virtual Machines 

p.40 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－5. 構成設定値の書き換え 

 （注意） Windows Azure コンピュートサービスで利用できる 

VM イメージとしては、Web, Worker, VM の 3 種類しかない 

 Visual Studio 2010 にて、Azure プロジェクトからロールの追加を行
うと、多数のロールテンプレートが現れる 

 しかし、実際の VM イメージが多数存在するわけではない 

 これらはプロジェクトに含まれる初期ファイルや、参照アセンブリの違い 

 VS 上のロールごとに別々の VM イメージが存在するわけではない 

 このため、サーバロールについては注 

意して選択する必要がある 

 例） WCF サービスを作成する場合 

 SOAP over HTTP の WCF サービス  

→ WCF サービス Web ロール 

 TCP/IP ベースの WCF サービス →  

Worker ロールを使い、WCF を自力で 

ホストする必要がある 
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Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－6. パッケージファイルの作成と展開 

 Visual Studio から発行を行い、パッケージファイルを作成 

 この作業により、以下の 2 つのファイルが作成される 

 WindowsAzureProject1.cspkg : アプリケーションパッケージ 

 ServiceConfiguration.cscfg : サービスの構成設定ファイル 

 これらを、Azure 管理ポータルからアップロードして展開する 

※ Visual Studio から直接 Azure 環
境に配置を行うこともできるが、いく
つかの事前設定が必要 → Module 

5 にて解説 

パッケージング 

サービス構成設定ファイル 

ServiceConfiguration.cscfg 

サービスパッケージファイル 

WindowsAzureProject1.cspkg 

Windows Azure 

ポータルサイト 

ポータルサイトに 

アップロードして展開 

p.42 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－6. パッケージファイルの作成と展開 

 "New Staging Deployment" を選択し、パッケージを展開 

 いきなり Production 環境に展開せず、まず Staging 環境を使う 

 展開を開始すると、約 10～20 分程度でサーバがセットアップされる 

配置名（通常はバー
ジョン番号を指定） 

サービス構成設定ファイル 
ServiceConfiguration.cscfg 

サービスパッケージファイル 
WindowsAzureProject1.cspkg 

ローカルからファイルをアップロードする（※ 

パッケージファイルが巨大な場合には、いっ
たん Blob ストレージにアップロードし、そこ
から展開することもできる） 

ステージング環境に
展開する 

これにより、仮想マシンとアプリ
ケーションが Azure 環境に展開
される 

この例の場合には、都合 3 

台のインスタンスが Azure 

環境に展開されている 
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Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－6. パッケージファイルの作成と展開 

 サーバが準備できたら、実際にクライアントから利用してみる 

 Initializing → Busy → Ready と状態が遷移していく 

 Initializing 状態 : 仮想マシンの初期セットアップ中 

 Busy 状態 : 仮想マシンは起動しているが、ロードバランサからは切断 

 Ready 状態 : ロードバランサに組み込まれ、クライアントから呼び出し可 

 Ready 状態になったら、実際にサーバを呼び出してみる 

 管理ポータルサイトから URL を入手し、アクセスしてみる 

http://70195a5b02324c5abfb

c718ff4809f53.cloudapp.net/ 
Ready 状態になるのを待っ
てから利用する 

p.44 

Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－7. VIP スワップによる本番環境への展開 

 Staging 環境での動作確認が終わったら、VIP スワップ（仮
想 IP スワップ）により、Production 環境と入れ替える 

 仮想 IP アドレスの置換で済むため、一瞬（～10sec 程度）で終了 

 これにより、本来の URL でアクセスできるようになる 
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Windows Azure での基本的なアプリケーション開発 

－（注意） 課金について 

 注意！ 開発やテストが完了したら、Windows Azure 環境に
展開したアプリケーションは適宜削除すること 

 コンピュートサービスの場合 

 まず "Stop" し、そのあと必ずサービスを "Delete" すること 

 "Stop" させただけでは課金が継続するため注意すること 

 同様に、Staging 環境も課金対象であることに注意すること 

 SQL Azure の場合 

 データベースを適宜ドロップすること 

仮想マシンが停止していても、CPU 

やメモリリソースが割り当てられて
いるため、課金は継続される 

課金 

発生 

p.46 

以降の解説について 

 最も基本的な Azure アプリケーションの開発の流れは以上
だが、実際の開発のためにはもっと深い知識が必要になる 

 Azure ランタイムの知識、運用管理の手法、etc... 

 

 このため、本 Workshop では以下の手順で解説を進める 

 Part 1. Windows Azure プラットフォーム基礎（Module 2～5） 

 最も基本的な、Azure プラットフォームの使い方と内部動作を理解する 

 Azure の基本的な運用管理手法について理解する 

 Part 2. Windows Azure プラットフォーム応用（Module 6～8） 

 昇格特権や VM ロール、Full IIS など、応用的な Azure の利用方法に
ついて理解する 
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Windows Azure でのアプリケーション開発概要 まと
め 

 Windows Azure 上でのアプリケーション開発の基本的な流
れは以下の通り 

 ローカル PC 上でのアプリケーション開発 

 ローカル PC 上で、通常通り、アプリケーションを開発する 

 ローカルエミュレータ上で動作を確認する 

 Azure 環境の準備 

 コンピュートサービスや SQL Azure データベースなどを準備する 

 Azure 環境へのアップロード準備 

 接続文字列を書き換え、SQL Azure を利用するように設定 

 仮想マシンの VM サイズとインスタンス数を調整 

 パッケージファイルの作成と展開 

 パッケージファイルを作成し、Staging 環境へまず展開する 

 動作を確認したのち、VIP スワップにより Production 環境へ展開する 

 

Module 2 

SQL Azure データベースサービス 

SQL Azure Database Services 
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SQL Azure データベースサービス Agenda 

 SQL Azure データベースサービスとその使い方について理
解する 

 SQL Azure データベースとは何か 

 内部動作アーキテクチャ 

 基本的な使い方 

 オンプレミス SQL Server との主な相違点 

 SQL Azure データベースの運用管理 

 その他の Tips & Tricks 

p.50 

SQL Azure データベースサービスとは何か 

 インターネット上で利用できる SQL Server データベース 

 SQL Server に対していくつかのカスタマイズと制限事項を加えて作
られた、高可用性リレーショナルデータベースサービス 

 容量上限 50GB （Business Edition）、サービス可用性 99.9% 

 カスタムアプリのインフラとして見た場合、SQL Server の細かいサーバ
運用に気を払わずに使うことができるというメリットがある 

 TDS プロトコルを直接受け付けることができるため、通常の SQL 

Server とほぼ同一の開発ツールや管理ツールを利用できる 

インターネット 
Windows Azure 

コンピュートサービス 

SQL Azure 

データベースサービス 

HTTP / HTTPS 

TCP/IP 

（TDS） 

TCP/IP 

（TDS） 
SQL Server 

Management Studio 

・ 3 多重でデータ保持 

・ 99.9% の可用性 

・ 障害時は自動フェイル 

 オーバする ※ ポートオープンの設定が必要 

Web Role 

Worker Role 

（参考） SQL Azure のホームページ 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee336279.aspx 
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内部動作アーキテクチャ 

 SQL Azure は、安価なハードウェアで高可用性を実現する
ための、カスタムのレプリケーションシステムを持っている 

 SQL Azure では、実際のデータベースを 3 多重で保持している 

 障害が発生すると、SQL TDS はいったん接続を切断し、セカンダリ
ノードのいずれかをプライマリに昇格させ、そちらを利用する 

 この仕組みにより、99.9% の可用性を実現している 

SQL TDS 

TCP/IP 

（TDS） 

pubs DB へ 

接続 
pubs DB を持つ 

特定のサーバへ 

接続をルーティング 

A 

A 

A 

B B 

B 

C 

C C 

D D 

D 

E E 

E 

F F 

F 

G 

G G 

更新 

更新 

複製 

更新 

複製 

pubs 

pubs 

pubs （参考） SQL Azure は仮想マシンを利用していない 

（Windows Azure コンピュートサービスは仮想マシンを 

利用しているが、SQL Azure データベースサービスは 

物理マシンを利用しており、その上に複数のユーザの 

データベースを保持している） 

プライマリノード 

セカンダリノード 

セカンダリノード 
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内部動作アーキテクチャ 

－（参考） SQL Azure の高可用メカニズムについて 

 SQL Azure の高可用メカニズムには以下の特徴がある 

 エンドユーザから見ると、SQL TDS があたかもデータベースそのも
のであるかのように見える 

 xxx.database.windows.net というサーバ名を使って SQL TDS に接続 

 SQL TDS への接続が、実際の物理サーバにルーティングされる 

 このレプレケーション機能は、SQL Azure 専用のメカニズムである 

 オンプレミス SQL Server のクラスタリングでよく使われる、MSCS や 

DBM （データベースミラーリング）とは異なるものである 

 「レプリケーション」という名前はついているが、いわゆる SQL Server が
持っている通常のレプリケーションメカニズムとは異なるものである 

 フェイルオーバ時には、エンドユーザから見るとコネクションが一度切
断される 

 通常の MSCS や DBM のフェイルオーバと同様の挙動になる 

 フェイルオーバ時のトランザクションロストはない 
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内部動作アーキテクチャ 

－（参考） SQL Azure の高可用メカニズムについて 

 （参考） SQL Azure の物理構成について 

 SQL Azure は仮想マシンを使わず、物理マシン上に構築されている 

 8CPU, 32GB, 12disk, $3,500 程度のマシンでクラスタを構成 

 各マシン上には、1 つの SQL Server インスタンスと、いくつかの制御プ
ロセス（SQL Azure のファブリックコントローラに相当）が搭載されている 

 Failure Detection : 障害検知 

 Reconfiguration Agent : 再構成（フェイルオーバ） 

 Partition Manager Location Resolution : 位置解決サービス 

 Engine Throttling : 各論理サーバのリソーススロットリング 

 Ring Topology : クラスタのリング構成を維持 

 同一インスタンス上に、複数（数 10～数 100 程度）の DB が配置 

 各テナントは論理的に分離されている（物理的には分離されていない） 

 1 ノード上に最大 650 データベース（プライマリ／セカンダリ）を搭載可能 

 1 クラスタあたり最大 1,000 台（ノード）程度までスケール可能 

 1,000 台（ノード）を超えた場合には、複数のクラスタグループに分割 

 

※ 詳細は以下の情報を参照のこと Inside SQL Azure – TechNet Articles 

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/inside-sql-azure.aspx 

p.54 

基本的な使い方 

 SQL Azure の基本的な使い方として、以下を解説する 

 1. サーバの作成とデータベースの作成 

 2. 主な管理ツールとその使い方 

 3. アプリケーションからの接続 
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基本的な使い方 

－1. サーバの作成とデータベースの作成 

 SQL Azure を利用するためには、まず管理ポータルから、
サーバとデータベースを作成する 

 サブスクリプション下のサーバに、利用するデータベースを作成する 

 サーバ ＝ （オンプレミス SQL Server の）インスタンスに相当 

 データベース ＝ インスタンス下に作成するデータベースに相当 

 1 つのサーバ下に、複数のデータベースを作成することが可能 

【サーバ】 

・ データセンタを選択して作成 

・ サーバ名については乱数で決定される 

 （この例の場合、e4v7zvn437.database.windows.net） 

・ 現状では、1 つのサブスクリプションに対して作成できるデータ 

 ベースは 1 つのみ 

【データベース】 

・ 各サーバ配下に複数個作成できる（最大 150 個） 

・ エディションと最大データ容量を指定することが可能 

※ データベースの作成は、SQL 文で行ってもよい 

 （サーバを作成すると自動的に作成される master  データベースに
接続し、そこから CREATE DATABASE 命令を発行してもよい） 

 CREATE DATABASE pubs  (MAXSIZE=1GB, EDITION='web') 

p.56 

基本的な使い方 

－1. サーバの作成とデータベースの作成 

 データベースの作成に関しては、以下の点に注意する 

 同一サーバ下の DB でも、同一ノード上に存在するとは限らない 

 SQL Azure は、各物理マシンの負荷が偏らないように DB を分散配置 

 このため、同一サーバ下の DB が、同一ノード上に来るとは限らない 

 このような仕様のため、データベース接続時には、必ず利用するデータ
ベースを指定する必要がある（＝use コマンド利用不可） 

SQL TDS 

pubs DB へ 

接続 

特定のサーバへ 

接続をルーティング 

A 

A 

A 

B B 

B 

C 

C C 

D D 

D 

E E 

E 

F F 

F 

North 

wind 

North 

wind 

North 

wind 

pubs 

pubs 

pubs 

プライマリ 

ノード 

Northwind DB へ 

接続 

TCP/IP 

（TDS） 

プライマリ 

ノード 
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基本的な使い方 

－1. サーバの作成とデータベースの作成 

 データベース作成時には、エディションと最大サイズを正しく指定する 

 課金にかかわるため、正しく指定する必要がある 

 以下の点に注意して指定すること 

 コミットメントプランを購入した場合は、それに含まれるエディションを使う 

 例： Business Edition のみが含まれるコミットメントプランを購入した際
に、Web Edition を使うと、従量課金が発生する 

 最大容量を絞り込んでおくと、それ以上データが入らなくなる 

 （参考） 最大容量を超える操作を行うと、40544 エラーが発生する 

 後からエディションや最大サイズを変更することも可能 

最大容量  Web Business 

1GB \873.23/月  (\8,740.13/月) 

5GB \4,366.13/月 (\8,740.13/月)  

10GB - \8,740.13/月 

20GB - \17,480.25/月 

30GB - \26,220.38/月 

40GB - \34,960.50/月 

50GB - \43,700.63/月 

【エディション】 

Web または Business 

【最大容量】 

右表から選択 

※ エディション変更・サイズ変更を行う場合 

 ALTER DATABASE Northwind MODIFY  

 (EDITION='BUSINESS', MAXSIZE=50GB) 

p.58 

基本的な使い方 

－1. サーバの作成とデータベースの作成 

 （参考） SQL Azure の課金の仕組みについて 

 master データベース、tempdb、ログファイルなどは課金対象外 

 データファイル（＝ページファイル）のみが課金対象となる 

 このため、データファイル内のインデックスデータなどは課金対象 

 実際の課金は、日割り計算で行われる 

 それぞれの日の中でのピークデータ量に基づいて課金 

 例） Web 5GB に 0.8GB のデータが入っていた → \873.23 の日割り 

 コミットメントプランを複数購入した場合には、分割利用が可能 

 例） Business Edition 10GB が 1 個含まれるコミットメントプランを 5 本
購入した場合には、以下のような使い方が可能 

 50GB の Business Edition DB 1 個 

 20GB の Business Edition DB 1 個と 30GB の Business Edition DB 1 個 

※ 実際には、日割り計算が行われ、プールから差し引かれていく 

※ 計算上の問題により、若干の超課金が発生する場合があるため要注意 

※ 詳細は以下のページを参照 

 "Read a Bill for Windows Azure Platform" 

 http://www.microsoft.com/windowsazure/support/understandbill/ 

 SQL Azure データベースの課金について 

 http://blogs.msdn.com/b/nakama/archive/2011/05/19/sql-azure.aspx 
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基本的な使い方 

－1. サーバの作成とデータベースの作成 

 （参考） SQL Azure の課金の仕組みについて 

 課金額を抑えるため、最初は小さくデータベースを定義しておき、
データベースサイズの増加に併せて、サイズを増やしていくとよい 

 まずは Web 1GB のデータベースからスタート 

 データ量が増えてきたら、ALTER DATABASE で Web 5GB に変更 

 さらにデータが増えてきたら、Business 10GB に変更 

 以降、順次、データベースサイズを増やしていく 

 課金は日割り計算で行われるため、月中で変更しても問題ない 

 最初から、中長期的に見た最大サイズでデータ 

ベースを定義しない方がよい 

 

Web 

1GB 

Web 

5GB 

Business 

10GB 

Business 

20GB 

システム構築 

当初 

データ量が 

増えてきたら 

ALTER 

DATABASE 

データ量が 

増えてきたら 

ALTER 

DATABASE 

データ量が 

増えてきたら 

ALTER 

DATABASE 

ビジネス拡大に併せて 

データベースサイズを拡大していく 

\873.23/月 

\4,366.13/月 

\8,740.13/月 

\17,480.25/月 
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基本的な使い方 

－1. サーバの作成とデータベースの作成 

 （参考） SQL Azure データベース内のデータ量などについて
は、以下のクエリでも確認することができる 

-- DB 全体の容量を調べたい場合(KB 単位) 
SELECT SUM(reserved_page_count) * 8.0 AS db_size_in_KB FROM sys.dm_db_partition_stats  
 
-- テーブルごとの容量を調べたい場合(KB 単位) 
SELECT sys.objects.name, sum(reserved_page_count) * 8.0 AS table_size_in_KB 
    FROM sys.dm_db_partition_stats, sys.objects  
    WHERE sys.dm_db_partition_stats.object_id = sys.objects.object_id  
    GROUP BY sys.objects.name 
 
-- エディションと最大容量を調べたい場合 
SELECT DATABASEPROPERTYEX(DB_Name(), 'Edition') as [Edition], 
       DATABASEPROPERTYEX(DB_Name(), 'MaxSizeInBytes') as [MaxSizeInBytes] 

T-SQL 

データベース全
体のサイズ（KB） 

テーブルごとの
サイズ（KB） 

※ エディションの確認をする場合は以下のクエリを実行 

SELECT DATABASEPROPERTYEX(DB_Name(), 'Edition') as [Edition], 

DATABASEPROPERTYEX(DB_Name(), 'MaxSizeInBytes') as [MaxSizeInBytes] 

エディションと 

DB 最大容量 
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基本的な使い方 

－1. サーバの作成とデータベースの作成 

 （参考＆注意） システムテーブルによる課金確認について 

 master データベース上には以下のシステムテーブルが存在する 

 データベース ： sys.database_usage 

 トラフィック ： sys.bandwidth_usage 

 このうち、sys.database_usage は、課金額と紐付いていないため、
注意が必要 

単位： KB 

詳細：Accounts and Billing in SQL Azure 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee621788.aspx 

この quantity 値は 

MaxSize ではなく 

CurrentSize ベースで

算出されているため、
課金と紐付かない 

p.62 

基本的な使い方 

－2. 主な管理ツールとその使い方 

 各データベースの管理には、主に以下のツールを利用する 

 ① SQL Azure Database Manager （コードネーム Houston） 

 Silverlight ベースの Web 版管理ツール、HTTPS で動作 

 ② SQL Server Management Studio （SSMS） 

 オンプレミス SQL Server の管理ツール、TCP/IP で動作 

SQL Azure Database Manager SQL Server Management Studio 

・ Silverlight ベースの SQL Azure 管理ツール 

・ テーブルの設計やデータの編集などが可能 

・ Silverlight をインストール可能なブラウザさえ 

  あればどこからでも管理可能 

・ オンプレミスで利用する管理ツールを SQL   

 Azure でも利用する（非常に高機能） 

・ TCP/IP で SQL Azure に接続する必要が 

 あるため、環境上利用できないことがある 

※ （注意） SQL Server Management Studio を利用する
場合には、SQL Server 2008 R2 以降のものを利用する
こと（それ以前のバージョンの場合、機能制約が著しいた
め、使い勝手が非常に悪い） 
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基本的な使い方 

－2. 主な管理ツールとその使い方 

 SQL Server Management Studio から接続する場合 

 サーバ名、SQL Server 認証、ユーザ名／パスワードを指定して接続 

 オンプレミスの SQL Server に近い感覚で SQL Azure を管理できる
が、ファイアウォール制限を緩和する必要がある（→ 次ページ） 

（参考） 通常の SQL Server 2008 の SSMS な

どから接続することも可能だが、その場合には
以下のような制限がある（結構不便） 

・接続時にデータベースを指定する必要がある 

・サーバエクスプローラが利用できない 

・クエリウィンドウしか使えない 

（参考） SSMS がない場合、SQL Server 2008 

R2 Management Studio Express が単体提供
されているので、こちらを使うとよい 

オンプレミスの SQL Server に近い感
覚で SQL Azure を管理できる 

※ 利用できる管理ツールは SQL 

Server に比べて少ない（例：データ
ベーススキーマダイアグラムを利用で
きない、など） 

p.64 

基本的な使い方 

－2. 主な管理ツールとその使い方 

 （注意） SQL Server Managment Studio を使う場合には、
以下の 2 つのファイアウォールの緩和設定が必要になる 

 社内ファイアウォールの緩和（outbound TCP 1433 ポートの解放） 

 SQL Azure 側のファイアウォールの緩和（IP アドレス制限の緩和） 

 社内ファイアウォールの設定が緩和できない場合には、 

Database Manager for SQL Azure を利用するとよい 

インターネット 
SQL Azure 

データベースサービス 

HTTP / HTTPS 

TCP/IP 

ポート 1433 
SQL Server 

Management Studio 

Database Manager  

for SQL Azure 

TCP/IP 

ポート 1433 

SQL Azure 側ファイアウォールでクライアントの IP ア
ドレスを設定していないと、接続時に弾かれてしまう 

イントラネット 

（所属する会社や組織） 

ここが 

厄介 

SQL Azure 側ファイア
ウォールの設定で変更す
ることができる 
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-- 既存のルールの確認 
SELECT * FROM sys.firewall_rules 
 
-- Azure のサービスからの通信をすべて認める(Web Role などからの通信) 
EXEC sp_set_firewall_rule N'MicrosoftServices','0.0.0.0','0.0.0.0' 
 
-- Firewall のルールを追加する（※ 更新も可能） 
EXEC sp_set_firewall_rule N'MSFT','207.46.0.0','207.46.255.255' 
EXEC sp_set_firewall_rule N'MSFT VPN','125.100.0.0','125.100.255.255' 
 
-- Firewall のルールを削除する 
EXEC sp_delete_firewall_rule N'MSFT VPN' 
 

T-SQL 

基本的な使い方 

－2. 主な管理ツールとその使い方 

 （参考） ファイアウォール設定は通常、管理ポータルサイトか
ら行う必要があるが、master DB 上で行うこともできる 

 システムテーブルやストアドプロシージャにより、ファイアウォールの
設定の確認や変更を行うことができる 

p.66 

基本的な使い方 

－3. アプリケーションからの接続 

 SQL Azure へは、通常の TDS プロトコルによる接続が可能 

 接続文字列のサーバ名とユーザ ID、パスワードを変更するのみ 

 このため、.NET アプリケーションからはローカル SQL Server と同様
に接続することができる 

 

SqlConnection sqlcon = new SqlConnection( 
 "Server=tcp:mbkz89u87g.database.windows.net;Database=pubs; 
  User ID=nakama@mbkz89u87g;Password=xxxxxxxx;Trusted_Connection=False;"); 
SqlDataAdapter sqlda = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM authors", sqlcon); 
DataSet ds = new DataSet(); 
sqlda.Fill(ds, "authors"); 
Console.WriteLine(ds.GetXml()); 
 

C# 
サーバ名として SQL Azure のサーバを指定 

（tcp: の指定はあってもなくてもよい） 

ユーザ名とパスワードを指定 

※ ユーザ名の後ろに @サーバ名を付与 
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基本的な使い方 

－3. アプリケーションからの接続 

 各種のウィザード類を使いたい場合には、まず、ローカルの 

SQL Server を使って開発し、後で接続文字列を変更する 

 テーブルアダプタ構成ウィザード、LINQ to SQL、LINQ to Entities な
どを使って開発を行う場合には、この方法を利用する 

ファイルアタッチデータ
ベースを使ってローカル
で開発を進める 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
  <configSections></configSections> 
  <connectionStrings> 
     <add 
name="ConsoleApplication1.Properties.Settings.pubsCon
nectionString" 
connectionString="Server=tcp:mbkz89u87g.database.wind
ows.net;Database=pubs;User 
ID=nakama@mbkz89u87g;Password=xxxxxxxx;Trusted_Connec
tion=False;" providerName="System.Data.SqlClient" /> 
    <add name="pubsEntities" 
connectionString="metadata=res://*/Pubs.csdl|res://*/
Pubs.ssdl|res://*/Pubs.msl;provider=System.Data.SqlCl
ient;provider connection 
string=&quot;Server=tcp:mbkz89u87g.database.windows.n
et;Database=pubs;User 
ID=nakama@mbkz89u87g;Password=xxxxxxxx;Trusted_Connec
tion=False;&quot;" 
providerName="System.Data.EntityClient" /> 
  </connectionStrings> 
</configuration> 
 

app.config 

テーブルアダプタや 

LINQ to Entites などを 

使ってコードを記述 

接続文字列を SQL 

Azure への接続に取
りかえる 

（参考） サポートされているドライバやライブラリについて 

・ .NET Framework 3.5 SP1 以降の System.Data.SqlClient 

・ .NET Framework 3.5 SP1 以降の Entity Framework 

・ SQL Server 2008 R2 Native Client ODBC ドライバ 

・ SQL Server 2008 ドライバ for PHP バージョン 1.1 以降 

p.68 

基本的な使い方 

－3. アプリケーションからの接続 

 接続文字列は、管理ポータルサイトから入手する 

 （参考） 接続に関しては以下の制約がある 

 暗号化つき TCP/IP プロトコルでのみ接続可能 

 ADO.NET, ODBC ドライバでのみ接続可能（OLE DB ドライバ不可） 

 SQL Server 認証のみ利用可能（Windows 統合認証は利用不可） 

※ 実際には OLE DB プロバイダ
でも接続できてしまうが、サポート
対象外（十分なテストができていな
いため） 

パスワード部分を書き換えて、接
続文字列として利用する 
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基本的な使い方 

－3. アプリケーションからの接続 

 （注意） SQL Azure を使ったアプリの性能について 

 SQL Azure は、Windows Azure 上から利用した方が高速 

 インターネットを介して SQL Azure へ TCP/IP 接続すると、処理が非常
に遅く感じられる（はず） 

 このため、データベースの性能が極めて悪いように感じられるが、実態とし
てこのケースで時間がかかっているのは主に通信の部分 

 Windows Azure コンピュートサービス上から SQL Azure を利用すると、
高速に利用することができる 

 同一データセンタ内に両者を配置すれば、高速に処理することができる 

インターネット 
Windows Azure 

コンピュートサービス 

SQL Azure 

データベースサービス 

HTTP / HTTPS 

TCP/IP 

（TDS） 

TCP/IP 

（TDS） 

Web Role 

Worker Role 

コンソール 

アプリ 

高速 

低速 

p.70 

オンプレミス SQL Server との主な相違点 

 主な相違点は以下の通り、要点を次ページ以降で解説 
  SQL Server データベース SQL Azure データベースサービス 

データベース最大容量 制限なし (Express は 2GB) 1 アカウントあたり 50GB (Business Edition) 

ユーザデータベース数 制限なし 1 アカウントあたり 最大 149 個 ※ 変更可能 

HA 機能 自力で構成が必要 自動的に 3 多重化、SLA 99.9% 

HA 方式 DBM または MSCS カスタムレプリケーション 

強制切断 特になし 重い処理は強制的に切断されることがある 

システムデータベース すべて参照・操作可能 master DB のみ read-only で参照可能 

接続方式 TCP/IP, 名前付きパイプ, 共有メモリ TCP/IP のみ 

認証方式 Windows 統合認証、SQL Server 認証 SQL Server 認証のみ 

接続の暗号化 任意 必須（SSL） 

照合順序 任意に設定可能 SQL_LATIN1_GENERAL_CP1_CI_AS 固定 

テーブル、インデックス、ビュー ○ ○ 

ストアドプロシージャ、トリガ ○ ○ 

制約 ○ ○ 

一時テーブル (# テーブル) ○ ○ 

分散トランザクション／クエリ ○ × (同一アカウント内でも不可) 

SQL-CLR ○ × 

SSB (サービスブローカ) ○ × 

物理サーバ／ファイル指定 ○ × 

ヒープの作成 ○ × 

既定の分離レベル Read Committed Read Committed Snapshot Isolation（RCSI） 
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オンプレミス SQL Server との主な相違点 

 オンプレミス SQL Server とクラウド SQL Azure との相違点
として、特に押さえておくべきポイントは以下の通りである 

 1. データベースの容量制限（水平分散） 

 2. 強制的な接続切断処理（性能確保） 

 3. スキーマ制約 

 4. 国際化対応 

 5. トランザクション分離レベル 

 

 これらについて解説する 

p.72 

オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー1. データベースの容量制限（水平分散） 

 SQL Azure に関して最も注意すべき点は、これが「クラウド
型のデータベースである」ということである 

 クラウド ＝ 安いハードリソースで分散処理するモデル 

 これは従来のオンプレミス型のデータベースの考え方とは全く違う 

 このため、SQL Azure データベースサービスでは、1 つのデータベー
スの最大容量が 50GB に制限されている 

そのまま 
移行は無理 

オンプレミス型の 

アーキテクチャ 

クラウド型の 

アーキテクチャ 

巨大なサーバで 

データを一括処理 

するモデル 

小さなサーバで 

データを分散処理 

するモデル 
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オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー1. データベースの容量制限（水平分散） 

 このため、総データ量が 50GB を超える場合には、水平分
散などを行い、各 DB を 50GB 以下にする必要がある 

 ただし、現状では自動的な水平分散機能がサポートされていない 

 オンプレミス SQL Server のテーブルパーティショニングのような機能は
サポートされていない 

 このため、水平分散は自力（＝アプリの作り込み）で行う必要がある 

 

SQL Azure では 

内部でデータを 

3 多重化して保持 

ユーザ ID 

00001～10000 

ユーザ ID 

10001～20000 

ユーザ ID 

20001～30000 

ユーザ ID 

30001～40000 

ユーザ ID 

40001～50000 

ユーザ ID 

50001～60000 

ユーザ ID 

60001～70000 

ユーザ ID 

70001～80000 

ユーザ ID 

80001～90000 

データを 50GB で 

収まる範囲に分割 

して保持させる 

（この図の例では 

9 つのデータベース 

を作成） 

ユーザ ID に 

よって、接続先の 

データベースを 

変更するように 

アプリを作る！ 

SQL Azure データベースサービス 

かなり 

大変 

※ 水平分散を行う前に、まず以下を試みる 

 ことを推奨 

① Blob データを Azure ストレージに格納 

② 蓄積型ログデータをAzure ストレージに 

  格納 

上記 2 つの作業を行ってもデータサイズが 

50GB に収まらない場合、水平分散を行う 

p.74 

オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー2. 強制的な接続切断処理（性能確保） 

 SQL Azure は、非常に重たい処理を行っているユーザの接
続を強制切断するように作られている 

 SQL Azure データベースサービスは、マルチテナント型の共用サー
ビスである（＝1 台のサーバを複数のユーザが共用する） 

 なるべく公平な利用をしてもらうため、リソース利用過多な処理を行う
と、強制的に接続が切断されることがある 

 

 

SQL TDS 

TCP/IP 

（TDS） 

A 

A 

A 

B B 

B 

C 

C C 

D D 

D 

E E 

E 

F F 

F 

G 

G G 

重たい 

処理 

重たい 

処理 

重たい 

処理 

pubs 

pubs 

pubs 

強制 

切断 
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オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー2. 強制的な接続切断処理（性能確保） 

 （参考） SQL Azure は、以下のような条件で接続を切断する 

 詳細は以下のアドレスにて解説されている 

 "SQL Azure: Connection Management in SQL Azure" 

 http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/sql-azure-

connection-management-in-sql-azure.aspx 

 

 要点をまとめると、以下の通り 

 ロックの使い過ぎ 

 100 万件以上のロックを使うと強制切断される 

 （参考） sys.dm_tran_locks を確認すると、ロック状態が確認できる 

 ログファイルサイズ 

 1 つのトランザクションの中で、1GB を超えるログを使うと強制切断 

p.76 

オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー2. 強制的な接続切断処理（性能確保） 

 コミットされていないトランザクション 

 トランザクション開始時の LSN（Log Sequence Number）から最新の 

LSN までの距離が、ログ全体の 20% を超えると強制切断される 

 未コミットトランザクションが残留すると、ログの切り落としができなくなる
ため 

 システムコールをブロックしているトランザクション 

 システムセッションに必要なリソースを 20 秒以上ブロックしているトラン
ザクションについては強制的に切断される 

 TempDB の大量利用 

 Tempdb を 5GB 以上（=655,360ページ以上）利用しているセッションに
ついては強制切断される 

 巨大なトランザクション、巨大なバッチ処理、巨大なソート処理などで注
意が必要 
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オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー2. 強制的な接続切断処理（性能確保） 

 メモリの使い過ぎ 

 16MB 以上のメモリを 20 秒以上使っているトランザクションについては
強制切断される 

 十分なメモリが確保されるまで、古いセッションから順に強制切断される 

 データベースサイズの上限超え 

 設定されている最大サイズを超えているデータベースに対して更新・挿
入を試みると、強制切断される 

 最大サイズを超えているデータベースは Read-Only 状態になる。 

 エラー番号は #40544 

 The database has reached its size quota. Partition or delete data, drop 

indexes, or consult the documentation for possible resolutions. 

 利用されていない接続 

 30 分以上利用されていない接続については、SQL Azure 側から強制
切断される。 

 アクティブなリクエストがないので、特にエラーは返さない 

 

 

p.78 

オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー2. 強制的な接続切断処理（性能確保） 

 トランザクション切断 

 SQL Azure は 24 時間経過したすべてのトランザクションを切断する。 

 DoS 攻撃に対する対策 

 特定 IP アドレスから何度もログインに失敗しているような場合、当該 IP 

アドレスが特定時間ブロックされることがある 

 ネットワークレベルの問題 

 インターネット回線などにトランスポートレベルの問題があって、接続が
切れることがある 

 エラー番号 #10053 

 A transport-level error has occurred when receiving results from the 

server. (Provider: TCP Provider, Error: 0 - An established connection 

was aborted by the software in your host machine). 

 フェイルオーバの発生 

 ハードウェア障害の際にはフェイルオーバが発生し、接続が切断される 

 エラー番号 #10053 
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オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー2. 強制的な接続切断処理（性能確保） 

 リソースが利用されすぎた場合 

 CPU 利用率、I/O 遅延、ビジーワーカが増えた場合（32 以上）には、強
制的に接続を切断する 

 エラー番号 #40501 

 The service is currently busy. Retry the request after 10 seconds. 

Code: %d 

 これらからわかるように、一般的な OLTP 処理ではまず接
続が強制切断されることはない 

 以下のような実装ルールを守っていれば、切断されることはない 

 トランザクションは短く保ち、長いトランザクションは適宜分割する 

 接続は利用し終わったらクローズし、プールに戻す 

 etc... 

 しかし、各種のバッチ処理は上記のルールを守れないことがある 

 このため、バッチ処理については場合によってはアーキテクチャ変更が
必要になる 

p.80 

オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー2. 強制的な接続切断処理（性能確保） 

 （参考） SQL Azure の負荷平準化の考え方 

 SQL Azure データベースでは、内部的にデータセンタ内の各サーバ
の負荷を平準化するための仕組みを動かしている 

 SQL Azure はマルチテナント方式で動いているが、現状では、特定ユー
ザに特定のリソースを確保する仕組みを持っていない 

 完璧な平準化は困難であるが、以下のような方法を組み合わせて負
荷の平準化を図っている 

 1. 長時間に渡る負荷の偏りの是正 

 1 時間単位でサーバをチェックし、負荷の偏りをチェック 

 負荷が偏っている場合には、データベースをノード移動する 

 ただし、接続切断を最小化するため、セカンダリデータベースから優先して
入れ替える 

 2. 短期的な負荷の偏りの是正 

 大量のリソースを利用するような処理については、強制的に接続を切断する
（前述の方式） 
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オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー3. スキーマ制約 

 SQL Azure では、データベーススキーマに関して以下のよう
な制約がある 

 各テーブルが必ずクラスタ化インデックスを持つ必要がある 

 クラスタ化インデックスを持たないテーブル（ヒープと呼ばれる）を扱うこと
ができない（※ 作成はできるが、データ挿入時にエラーとなる） 

 通常は主キー列（PK 列）にクラスタ化インデックスを指定する 

 利用できるデータ型に制限がある 

 ユーザ定義型、CLR 型などは利用できない 

 既存データベースのスキーマが利用可能 

かを調べるには、後述する SQL Azure  

Migration Wizard を使ってみるとよい 

 利用できないスキーマについては、警告メッ 

セージを出してくれる 

 非サポートツールだが確認には便利 

p.82 

-- UTC 時刻を JST 時刻に変換して取得する 
SELECT DATEADD(HOUR, 9, SYSUTCDATETIME()) 
 
-- 適切な日本語照合順序でデータを並べ替える ※ テーブル作成時に列に指定することも可能 
SELECT * FROM authors ORDER BY au_fname COLLATE JAPANESE_CI_AS 
 
-- 日本語を入れるためには nvarchar/nchar でのテーブル定義に加え、N'...' 指定が必要 
UPDATE authors SET au_fname = N'のぶゆき', au_lname = N'あかま' WHERE au_id='409-56-7008' 
 
 

T-SQL 

オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー4. 国際化対応 

 SQL Azure 上でのデータ処理に関しては、特に国際化対応
に関して注意が必要になる 

 SQL Azure データベースは、言語中立な状態で動作している 

 タイムゾーンは UTC 

 文字データの照合順序は SQL_LATIN1_GENERAL_CP1_CI_AS 

 このため、日時の取得処理や日本語データの取り扱いに注意が必要 

 特に、日本語を格納するデータ列については、NVARCHAR/NCHAR を
使うことが望ましい 
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オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー4. 国際化対応 

 具体例） 日本語データを格納するテーブルの定義方法 

 日本語データを格納するデータ列について、以下の 2 つを行う 

 ① データ型として NVARCHAR / NCHAR を利用する 

 VARCHAR, CHAR でも（COLLATE を指定すれば）日本語は格納できる 

 しかし、各種のウィザードやツールを使う際に不都合（文字化け）が出ること
が多いため、NVARCHAR / NCHAR で格納することを推奨 

 ② COLLATE 句を付与して列を定義する 

 これにより、ソートなどの際に照合順序を指定せずに済む 

CREATE TABLE authors 
( 
   au_id          varchar(11)       NOT NULL 
         CHECK (au_id like '[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9][0-9]') 
         CONSTRAINT UPKCL_auidind PRIMARY KEY CLUSTERED, 
   au_lname       nvarchar(40)      COLLATE Japanese_CI_AS NOT NULL, 
   au_fname       nvarchar(20)      COLLATE Japanese_CI_AS NOT NULL, 
   phone          char(12)          NOT NULL 
         DEFAULT ('UNKNOWN'), 
   contract       bit               NOT NULL 
) 

T-SQL 

nvarchar または nchar で定義 

照合順序として 

Japanese_CI_AS を指定 

p.84 

オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー5. トランザクション分離レベル 

 SQL Azure では、スナップショット分離が有効化されている 

 SQL Azure 環境の既定の分離レベルは RCSI である 

 Read Committed Snapshot Isolation （読み取り一貫性分離レベル） 

 ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION オプションと、
READ_COMMITTED_SNAPSHOT オプションがいずれも ON の状態 

 このスナップショット分離レベル設定は、現時点では変更できない 

 SQL Azure では多数のユーザを同一サーバに収容する必要があり、極
力ロックを減らしたいために RCSI が有効化されている 

 このため、SERIALIZABLE, READ COMMITTED 分離レベルを使う
場合には、以下の指定が必要 

 SERIALIZABLE 分離レベル （← これは通常通り） 

 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE 

 READ COMMITTED 分離レベル （← SET 命令では指定不可） 

 ロックヒントを利用して調整（WITH (READCOMMITTEDLOCK)） 

（参考） 確認したい場合は、SELECT * FROM 

sys.databases と SELECT * FROM 

sys.dm_exec_sessions を実行してみるとよい。 
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オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ー5. トランザクション分離レベル 

 複雑な SQL 文処理を行っている場合には、このトランザク
ション分離レベルの微妙な違いについて注意が必要 

 SQL Server と SQL Azure とでは既定の分離レベルが異なる 

 SQL Server → READ COMMITTED 

 SQL Azure → READ COMMITTED SNAPSHOT ISOLATION 

 単発の読み取りクエリなどでは、READ COMMITTED と RCSI では
ほとんど挙動が同じだが、完全に同じというわけではない 

 例） READ COMMITTED → 排他ロックがかかっていたらデータの読み
取りを待機する 

 例） RCSI → 排他ロックがかかっていたら、コミット済みのデータを過去
にさかのぼって読み出す 

 このため、微妙な順序制御をロックを利用して行っているようなケー
スでは、クエリの動作についての確認が必要になる 

 場合によっては、クエリ書き換え（ロックヒントの利用）などを行い、挙動を
微調整する必要がある 

p.86 

オンプレミス SQL Server との主な相違点 

ーその他の主な相違点 

 その他の代表的な相違点としては、以下のようなものがある 

 use コマンドが利用できない 

 同一のユーザのデータベースであっても、同一物理ノード下にあるとは
限らないため 

 リンクサーバや [database].[dbo].[table] 形式の指定も利用不可 

 分散トランザクションが利用できない 

 現在の SQL Azure 環境では、分散トランザクション（MS-DTC を利用す
るトランザクション）が利用できない 

 TransactionScope を使う場合には、昇格しない場合に限って利用可 

 SQL Agent が利用できない 

 SQL Server で行う定期的な簡易ジョブを実装することができない 

 代表例 ： ASP.NET セッションステートサーバ 

 

TransactionScope による自動昇格については以下を参照 
http://blogs.msdn.com/b/nakama/archive/2008/10/23/transactionscope.aspx 

その他の違いについては、以下の情報を参照のこと 
SQL Azure – Guidelines & Limitations 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee336245.aspx 

ホワイトペーパ SQL Azure vs. SQL Server  
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID

=86f12b41-1eba-4567-9ac8-02eaa7d12034 
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SQL Azure データベースの運用管理 

 SQL Azure データベースの運用管理や周辺ツールについて
知っておくとよい事項は以下の通りである 

 1. バックアップ／リストアの考え方 

 2. モニタリングに関する制約 

 3. パフォーマンスチューニングの考え方 

 4. 障害検知の仕組み 

 5. データ移行とデータ同期 

 

 これらについて解説する 

p.88 

SQL Azure データベースの運用管理 

－1. バックアップ／リストアの考え方 

 SQL Azure でも、オペミス対策などのバックアップは必要 

 データベースのバックアップ＆リストアには、2 つの目的がある 

 ① インフラ・ミドルウェア障害に備えるためのバックアップ／リストア 

 ② オペミスなどの人為的障害に備えるためのバックアップ／リストア 

 SQL Azure の場合、①の対策は不要だが、②の対策は必要 

 SQL Azure は 3 多重レプリカにより、①への対策が取られているため 

 ②の目的のバックアップは、それほど高頻度で行う必要はない 

 オペミスリスクが高い操作の直前などに限って、バックアップ／リストアを
行えばよい 

オンプレミス SQL Server 

障害 

オンライン 

処理 

バックアップ 

マスタの 

直接書き換え 

SQL Azure 

オンライン 

処理 

バックアップ 

マスタの 

直接書き換え 

頻繁にバックアップを取得したり、 

完全復旧モデルを使わないと、 

障害時にロストするトランザク 

ションが多くなってしまう 

インフラ・ミドルの障害であれば 

自動的にフェイルオーバし、 

データがロストすることはない 

SQL Azure であっても、オペミス
リスクが高い操作については
バックアップを取得しておく必要
がある 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－1. バックアップ／リストアの考え方 

 SQL Azure データベースのバックアップを行う方法は 2 通り 

 ① データベースコピー機能 

 SQL Azure データベースから別の SQL Azure データベースを作成 

 ② エクスポート／インポート機能 

 SQL Azure データベースのスキーマやデータを BLOB にエクスポート 

  ① データベースコピー機能 ② エクスポート／インポート機能 

方式概要 SQL Azure データベースをコピーし、別の 
SQL Azure データベースを作成する 

SQL Azure データベースのスキーマやデー
タを、ひとつのファイルに固めて BLOB に出
力する 

バックアップ先 SQL Azure BLOB ストレージ 

バックアップ保有コ
スト 

割高 相対的に安価 

主な制限事項 同一 DC 内でのデータベースコピーのみ
（拠点間でのデータベースコピーは不可） 

SQL Azure データベースだけでなく BLOB 
ストレージの併用が必要 

現状 正式リリース済み 現在CTP、将来的にはオンプレミス／クラウ
ド間でのデータ移行も可能になる予定 

p.90 

SQL Azure データベースの運用管理 

－1. バックアップ／リストアの考え方 

 ① データベースコピー機能 

 データベースのコピー機能を使うと、SQL Azure 上で、データベース
のコピーを作成することができる 

abc.database.windows.net 

Advent

ureWo

rks 

Master 

xyz.database.windows.net 

North 

wind 
Master 

prod2 

clone 

pubs_c

opy2 

prod2 

clone 

pubs_ 

copy 

pubs 

複製 

複製 

CREATE DATABASE  

pubs_copy  

AS COPY OF pubs 

Azure データセンタ 

-- データベースのコピー処理 
CREATE DATABASE pubs_copy AS COPY OF pubs 
 
-- コピーの進捗状態や詳細情報の取得 
select name, state, state_desc from 
sys.databases where name = 'pubs_copy' 
select * from sys.dm_database_copies where 
database_id = DB_ID('pubs_copy') 

T-SQL 

終了すると... 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－1. バックアップ／リストアの考え方 

 ① データベースコピー機能（続き） 

 （参考） 異なるサーバ間でのデータベースコピーについて 

 現状では、同一 DC 内の別サーバ間に限り、データベースコピーが可能
（別 DC へのデータベースコピーはできない） 

 xyz から abc へのコピーを行いたい場合には、以下の作業を実施 

 各サーバに、同一のアカウントを作成しておく 

 同一の名前・パスワードを持つ管理者アカウントを作成するとよい 

 サーバ abc に入り、データベースコピーコマンドを実行する 

 ログインを行う際に、サーバ名を付与しないこと （admin@abc） 

 コピーが完了したら、ALTER DATABASE コマンドでサイズとエディションを
変更する 

abc.database.windows.net 

Master pubs 

Azure データセンタ 

xyz.database.windows.net 

Master pubs 

例） abc.database.windows.net 上にて 

 

CREATE DATABASE pubs AS COPY 

OF xyz.pubs 

 

ALTER DATABASE pubs MODIFY 

(MAXSIZE=10GB, 

EDITION='BUSINESS') 

複製 

※ 同一データセンタ内であれば、別アカウ
ント（別ユーザ）の SQL Azure にコピーする
ことも可能 

※ 各サーバに同一管理者アカウントがない
場合には、ALTER USER コマンドやデータ

ベース所有者変更などが必要になるのでや
や厄介（詳細は MSDN 参照） 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－1. バックアップ／リストアの考え方 

 ① データベースコピー機能（続き） 

 （参考） データベースコピー機能の内部動作について 

 内部的には非同期処理によりコピーが行われる 

 コピーに関してはそれなりに時間がかかる（1MB 以下でも 1 分程度） 

 コピー中に行われた更新内容は、コピー先にも反映される 

 コピー中でも、オリジナルの DB に対して読み書きを行うことができる 

 コピー中に行われた更新内容（のうちコミットされたもの）は、コピー先のデー
タベースにも反映される 

 コピーされた DB のサイズが、元の DB よりも小さくなることがある 

 コピー時に、不要なページファイルの整理などを行うため 

pubs 

pubs_copy 
コピー中 

CREATE DATABASE  

pubs_copy  

AS COPY OF pubs 

ユーザからの読み書き処理 

コピー中に行われた 

更新処理も正しく 

反映される 

コピー終了時に 

ちょうど同じ状態に 

なっている！ 

コピー開始 コピー終了 
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Windows Azure 

ストレージサービス 

（BLOB ストレージ） 

SQL Azure 

データベースサービス 

b
a
c
p
a
c
 フ

ァ
イ

ル
の

 

ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

／
ダ

ウ
ン

ロ
ー

ド
 

HTTP-REST による 

Import/Export リクエスト 

DAC Framework 

Import Export Service 

データのインポート 

／エクスポート 

Windows Azure 環境 

オンプレミス環境 

インポート・ 

エクスポート 

SQL Server 

データベース 

SQL Azure データベースの運用管理 

－1. バックアップ／リストアの考え方 

 ② エクスポート／インポート機能 

 SQL Azure のエクスポート／イ 

ンポートサービスを使うと、SQL  

Azure データベースを BLOB ス 

トレージにエクスポートできる 

 現状 CTP だが、基本的なデー 

タのエクスポートとインポートは 

可能 

 本機能を利用することにより、 

異なるデータセンタへのデータ 

の復元も可能になる 

p.94 

SQL Azure データベースの運用管理 

－1. バックアップ／リストアの考え方 

 ② エクスポート／インポート機能（続き） 

 具体的な使い方 

 Windows Azure ポータルサイトから、エクスポート／インポートを指定 

 通常、BLOB ファイル名は「○○.bacpac」とする 

 これにより、BLOB へのデータエクスポートが可能 

 

※ コマンドラインからも実行可能 

http://sqldacexamples.codeplex.com/wiki

page?title=Import%20Export%20Service

%20Client 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－48 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.95 

SQL Azure データベースの運用管理 

－1. バックアップ／リストアの考え方 

 ② エクスポート／インポート機能（続き） 

 エクスポート／インポート機能には、データベースコピー機能に比べ
て以下のようなメリットがある 

 保有コストが安い 

 データベースコピー機能を使ってデータバックアップを取得した場合、データ
ベース保有コストが 2 倍かかってしまうことになる 

 エクスポート／インポート機能では、データ保有コストが圧倒的に安い 

BLOB ストレージを使うため、そのような心配がない 

 手元へのデータのバックアップができる 

 データベースコピー機能では、Azure 環境外へバックアップを持ち出せない 

 .bacpac ファイルに関しては、Azure 環境外へコピーすることも可能 

 将来的には、オンプレミス SQL Server とクラウド SQL Azure 間でのバック
アップ／リストアも可能になる予定（現状は限定的） 

 異なるデータセンタへのデータのリストア（インポート）もできる 

 データベースコピー機能では、同一データセンタ内でのコピーしかできない 

 エクスポート／インポート機能であれば、別データセンタへのリストアも可能 

 

p.96 

SQL Azure データベースの運用管理 

－1. バックアップ／リストアの考え方 

 （参考） 災害対策（Disaster Recovery）について 

 SQL Azure は、データセンタ間でのデータ複製はしていない 

 3 多重レプリカは、同一のデータセンタ拠点内に存在する 

 このため、自然災害時にデータセンタがまるごとダウンすると、データが
消失してしまう 

 災害対策が必要な場合には、データのエクスポート／インポート機能
を使い、別拠点へのデータコピーを行っておく必要がある 

北ヨーロッパ 

（アムステルダム） 

西ヨーロッパ 

（ダブリン） 東アジア 

（香港） 

東南アジア 

（シンガポール） 

北アメリカ 

（シカゴ） 

南アメリカ 

（サンアントニオ） 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－2. モニタリングに関する制約 

 現状の SQL Azure では、モニタリングに大きな制約がある 

 SQL プロファイラ、SQL トレース、C2 監査機能などが利用不可 

 SQL Azure はマルチテナントアーキテクチャ → サポートするのが大変 

 現状ではこれらの機能は一切サポートされていない 

 現時点では、ごく一部の限られた DMV のみが利用できる 

 詳細は以下の資料を参照のこと（使い方についても解説あり） 

 Troubleshooting and Optimizing Queries with SQL Azure 

 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&

FamilyID=0ceb6317-0e52-4a25-8af2-2702c9c21358 

【利用可能な DMV 一覧】 
 
sys.dm_tran_active_transactions 
sys.dm_tran_database_transactions 
sys.dm_tran_locks 
sys.dm_tran_session_transactions 
sys.dm_db_partition_stats 

T-SQL 

sys.dm_exec_connections 
sys.dm_exec_query_plan 
sys.dm_exec_query_stats 
sys.dm_exec_requests 
sys.dm_exec_sessions 
sys.dm_exec_sql_text 
sys.dm_exec_text_query_plan 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－3. パフォーマンスチューニングの考え方 

 SQL Azure は PaaS サービスであるため、パフォーマンス
チューニングはアプリケーションレベルを中心として行う 

 物理データファイルの分散配置や RAID アレイの調整といった、ハー
ドウェアやミドルウェアまわりの調整はできないようになっている 

 しかし、適切なインデックスの作成、良好なクエリプランの維持、適切
な充填率の維持などは、SQL Azure でも行う必要がある 

運
用

監
視

 

インフラ 

アプリ 

ミドル 
ブラック 

ボックス 

PaaS 

適切なインデックス作成、 

良好なクエリプランの維持、 

適切な充填率の維持、etc. 

物理データファイルの分散 

ディスクの RAID 構成 

etc... 

SLA 境界線 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－3. パフォーマンスチューニングの考え方 

 具体的には、以下のようなことを行う 

 クエリ実行プランを参照し、実行プランを確認する 

 Management Studio などの各種のクライアントツールを使うと便利 

 SET STATISTICS TIME ON コマンドを使う 

 SQL Azure 内での処理時間を入手することが可能 

 プロシージャキャッシュを見る 

 DMV を参照することで、時間がかかっているクエリを調べることが可能 

SELECT q.text, s.execution_count 
FROM sys.dm_exec_query_stats as s 
      cross apply sys.dm_exec_sql_text(plan_handle) AS q  
ORDER BY s.execution_count DESC 

"Gaining Performance Insight into SQL Azure" 

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/gaining-

performance-insight-into-sql-azure.aspx 

代表的なコマンド 

SET FORCEPLAN 

SET SHOWPLAN_ALL 

SET SHOWPLAN_TEXT 

SET SHOWPLAN_XML 

SET STATISTICS IO 

SET STATISTICS XML 

SET STATISTICS 

PROFILE 

SET STATISTICS TIME 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－3. パフォーマンスチューニングの考え方 

 （参考） CSS SQL Azure Diagnostics ツール 

 Microsoft Customer Services and Support （CSS）の SQL サポー
トチームが開発したツール 

 SQL Azure データベース 

から前述の方法で引き抜 

いたデータを、見やすい 

形式で表示するツール 

 Click Once でインストール 

して簡単に使うことが可能 

 以下のようなクエリを簡単に 

発見できる 

 CPU を使いすぎている 

 長時間を要している 

 I/O が多い 

"CSS SQL Azure Diagnostics tool released" 

http://blogs.msdn.com/b/psssql/archive/2011/ 

04/25/css-sql-azure-diagnostics-tool-released.aspx 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－3. パフォーマンスチューニングの考え方 

 （参考） SQL Azure のキャパシティについて 

 SQL Azure ではデータベースの性能アップに関して、スケールアップ
という選択肢が取れないことに注意する 

 オンプレミス環境であればスケールアップができるが、SQL Azure では
特定の DB の（容量以外の）スケールアップを行うことができない 

 このような場合は、データベースをスケールアウトさせ、負荷を分散さ
せる必要が生じる（→ 詳細は #821 コースにて解説） 

SQL TDS 

内部的には 3 多重の 

レプリカを持っているが、 

実際に利用しているのは 

一つのデータベースのみ 

A 

A 

A 

B B 

B 

C 

C C 

D D 

D 

E E 

E 

F F 

F 

G 

G G 

更新 

更新 

複製 

更新 

複製 

pubs 

pubs 

pubs 

アクセス 

集中 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－4. 障害検知の仕組み 

 SQL Azure は PaaS サービスであるため、ユーザ側がサー
ビスの障害検知を行う必要はない 

 以下のようなヘルスチェックを実施しており、障害発生時には自動的
に障害復旧をするように作られている 

 計測 

 クラスター全体に対して、主要なパフォーマンスカウンタをチェック 

 障害が発生する前に、問題を早期検知 

 サービスヘルスチェック 

 サービスを実際に動作確認し、問題有無を確認 

 別データセンタからの接続性のチェックなども実施 

 以下のようなサービスは提供されていないので、注意が必要 

 障害発生時の通知機能 

 フェイルオーバが発生したことを通知してくれるような機能はない 

 自力でのフェイルオーバ発生機能や接続切断機能 

 ユーザ側に一切メンテナンスを行わせないのが PaaS の考え方であるため 

※ 詳細は以下の資料を参照 

 PDC09 SVC12 Monitoring Service Health 

 http://microsoftpdc.com/Sessions/SVC12 

※ このセッションの内容以上の情報（内部仕様） 

 は、お客様と share されていない 

 （SQL Azure は PaaS サービスであり、内部仕 

 様については必要以上に公開していない） 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－4. 障害検知の仕組み 

 障害に備え、セッショントラッキング ID を取得しておくとよい 

 SQL Azure に何らかの障害が疑われる場合にはマイクロソフトに連
絡を行うことになる 

 この際、セッショントラッキング ID を取得しておくと、マイクロソフト側
での解析が容易になる 

 SQL Azure の内部では、ログを取得する際、内部的にセッショントラッキ
ング ID と呼ばれる GUID 値を利用している 

 サーバ側で発生したエラーについては、すべてこの ID が記録される 

 （参考） この ID はセッションではなくコネクション単位に付与される 

 このため、コネクションプールを使っている場合には、複数の処理で同一 

ID が付与されることもある 

 

 

SqlCommand sqlcmd = new SqlCommand("SELECT CONVERT(NVARCHAR(36), CONTEXT_INFO())", 
sqlcon); 
Guid sessionId = new Guid(sqlcmd.ExecuteScalar().ToString()); 
↓ 
e6305750-089f-43a9-9f55-4ea8f4301521 などが取得される 

C# 

※ 障害時には以下のような情報を伝えるとよい 

・Windows Live ID 

・サブスクリプション ID 

・サーバ名 

・データベース名 

・障害発生時刻 

・アプリケーションログや例外ログ 

・セッショントラッキング ID 

p.104 

SQL Azure データベースの運用管理 

－5. データ移行とデータ同期 

 実際のシステムでは、オンプレミスからクラウドへのデータ移
行や、クラウドとオンプレミス間でのデータ同期が必要になる 

 具体例 

 オンプレミスからクラウドへのシステム移行 → データの移行が必要 

 マスタデータの複製 → オンプレ／クラウド間でのデータ同期が必要 

 災害対策 → データセンタ間でのデータ同期が必要 

 このような目的で使えるツールとして、以下の 2 つを知っておくとよい 

 ① SQL Azure Migration Wizard 

 ② SQL Azure Data Sync サービス 

 以下に概要を説明する 
インターネット 

管理者 

SQL Azure 

SQL Server 

On Premise 

Cloud 

SQL Azure 

Cloud 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－5. データ移行とデータ同期 

 ① SQL Azure Migration Wizard 

 CodePlex で提供されている、データベース移行ツール 

 http://sqlazuremw.codeplex.com/ 

 このツールを使うことにより、DB の 

スキーマとデータをコピーできる 

 SQL Azure 側で受け入れられない 

スキーマについては、ある程度、 

自動的に補正してくれるようになっ 

ている 

 無保証・サポートなしのため、運用 

環境への適用は難しいが、検証作 

業の際には非常に便利なツール 

 うまく活用するとよい 

p.106 

SQL Azure データベースの運用管理 

－5. データ移行とデータ同期 

 ① SQL Azure Migration Wizard（続き） 

 （参考） 基本的な使い方は以下の通り 

 事前準備 

 以下の 2 つのツールを両方ともダウンロード 

 SQLAzureMW.exe : スキーマとデータを抽出するツール 

 SQLAzureMWBatch.exe : 抽出したデータをインポートするツール 

 （参考） v3.6 以降で日本語環境にも対応 

 スキーマとデータのエクスポート 

 ローカル SQL Server の pubs データベースからデータを抽出 

 Analyze and Migrate → SQL Database 

 pubs データベースを選択し、すべてのオブジェクトを抽出 

 作成された SQL Script をセーブ 

 C:\SQLAzureMW\BCPData\pubs.sql でセーブ 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－5. データ移行とデータ同期 

 ① SQL Azure Migration Wizard（続き） 

 （参考） 基本的な使い方（続き） 

 SQL Azure 環境へのスキーマとデータのインポート 

 ここまでの作業で、 C:\SQLAzureMW\BCPData フォルダ内に、スキーマと
データが出力されている 

 これを SQLAzureMWBatch.exe でインポートする 

 

C:\SQLAzureMW\SQLAzureMWBatch_v3.3.5_Release_Binary>SQLAzureMWBatch -S 
xxxxxxxxxx.database.windows.net -U nakama@xxxxxxxxxx -P "xxxxxxxxxx" -D pubs  -i 
"C:\SQLAzureMW\BCPData\pubs.sql" -d -e web -s 1 
 

コマンドライン 

p.108 

SQL Azure データベースの運用管理 

－5. データ移行とデータ同期 

 ① SQL Azure Migration Wizard（続き） 

 以上により、SQL Azure にデータベースが移植される 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－5. データ移行とデータ同期 

 ② SQL Azure Data Sync サービス 

 Microsoft Sync Framework を使って作られた、データ同期サービス 

 Windows Azure 上にホストされている、SQL Azure のサービスの一つ 

 テーブル単位に、複数の DB 間でデータの双方向同期を行うことが可能 

 差分更新が行われるため、ネットワークトラフィックが最小限で済む 

 オンデマンド同期、スケジュール同期（最小 5 分間隔）が可能 

 内部動作に関しては若干クセがあるため、注意が必要 

 ここではアーキテクチャについてのみ、簡単に解説する 

（参考）SQL Azure Data Sync の詳細については以下が詳しい 
http://www.microsoft.com/en-us/sqlazure/datasync.aspx 

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/sql-azure-data-sync-overview.aspx 

インターネット 

SQL Server 

On Premise 

SQL Azure 

Cloud 

SQL Azure 

Data Sync サービス 

SQL Azure 

Cloud 

同期 

同期 

同期 

p.110 

SQL Azure データベースの運用管理 

－5. データ移行とデータ同期 

 ② SQL Azure Data Sync サービス（続き） 

 大まかな内部動作は以下の通り 

 同期対象となるテーブルを選ぶと、その 

テーブルに対して以下が作成される 

 履歴蓄積のための _tracking テーブル 

 INSERT/UPDATE/DELETE トリガ 

 蓄積された変更内容は、定期的に、 

SQL Azure Data Sync サービスにより 

吸い上げと反映が行われる 

変更内容を 

蓄積しておく 

（SQL Azure 

Data Sync の 

管理テーブル） 

変更内容の 

吸い上げ 

変更内容の 

反映 

Hub データベース 

（データ同期の 

元締めとなる DB） 

Member データベース 

（データ同期に 

参加する DB） 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－5. データ移行とデータ同期 

 ② SQL Azure Data Sync サービス（続き） 

 基本的な設定方法は以下の通り 

 管理サイトへアクセスし、"Sync Group" を作成する 

 "Hub" となるデータベース、"Member" となるデータベース、同期したい
テーブル（複数指定可能）、テーブルの同期順序、同期間隔を設定する 

 以上により、以下の作業が行われ、同期が構成される 

 "Hub" に、トリガと変更履歴追跡テーブルが作成される 

 "Member" に、対象テーブルのスキーマと初期データがコピーされる 

https://datasync.sqlazurelabs.com/ 

※ "Hub", "Member" DB には、以下の制約がある 

 "Hub" → SQL Azure データベースのみ指定可 

 "Member" → 初期状態では空であることが必要 

※ "Member" DB として SQL Server を使う場合には、 

 SQL Azure Data Sync サービスとの通信のために 

 オンプレミス環境に SQL Azure Data Sync Agent 

 サービスを立てる必要がある（ HTTPS でサービス 

 に接続できることが必要、拠点単位にひとつ立てれ 

 ばよい＝SQL Server マシンに直接インストルしなく 

 てよい） 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－5. データ移行とデータ同期 

 ② SQL Azure Data Sync サービス（続き） 

 （参考） 利用に関しては、以下のような点に注意する 

 同期対象となるものはテーブルのみ 

 テーブル単位に、差分データを双方向に反映するだけのサービスである 

 このため、メンバデータベースには、同期対象テーブルのみが単独で存在す
る形になる（リレーションシップやストアドプロシージャなどはコピーされない） 

 スキーマ制約 

 同期するテーブルには、NOT NULL 制約つきの PK 列が必要 

 変更履歴データはすべて _tracking テーブル側に保存される 

 同期対象テーブル自体には、スキーマ修正は入らない 

 同期（Sync Group）を構成した後は、スキーマを修正してはいけない 

 スキーマ変更したい場合は、いったん Sync Group を崩す必要がある 

 一部のデータ型のみサポートされる 

 例えば、Timestamp 型などはサポートされない 

 詳細 → http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/ 

sql-azure-data-sync-supported-sql-azure-data-types.aspx 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－5. データ移行とデータ同期 

 ② SQL Azure Data Sync サービス（続き） 

 （参考） 利用に関しては、以下のような点に注意する（続き） 

 Member データベース 

 Member データベースは、最初は空にしておく必要がある 

 初期構成の際、スキーマ情報も含めてデータがコピーされる 

 Member データベース側には、FK 制約などが付与されない 

 指定したテーブルのデータ「だけを」同期する仕組みであるため 

 このため、Member データベース側では、本来は FK 制約違反となっ
てしまうようなデータも挿入可能 

 このようなデータは、Member データベース → Hub データベースへの
データ同期の際にエラーとなる 

 変更履歴とデータベース容量 

 _tracking テーブルにデータが重複保持される 

 このため、少なくとも 25% 程度、同期頻度によってはそれ以上の余裕を見
込むこと 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－5. データ移行とデータ同期 

 ② SQL Azure Data Sync サービス（続き） 

 （参考） 利用に関しては、以下のような点に注意する（続き） 

 同期の反映方向 

 Bi-Directional, Hub→Member のみ, Member→Hub のみの 3 種類が可 

 Bi-Directional の場合、まず ① Member → Hub のデータ収集、② Hub → 

Member のデータ配布の順でデータが同期される 

 更新矛盾 

 更新矛盾が起こった場合、以下に従って上書き更新による解決が行われる 

 ① Member→Hubのデータ収集：Member側のデータ更新が勝つ 

 ② Hub→Memberのデータ配布：Hub側のデータ更新が勝つ 

 この更新矛盾時の解消メカニズムを変更することはできない 

 Microsoft Sync Framework 自体はカスタマイズメカニズムを持ってい
るが、SQL Azure Data Sync サービスでは使えない 

 更新矛盾の解消メカニズムのカスタマイズが必要な場合には、自力で 

Sync Framework を使って同期サービスを開発する必要がある 

 このため、SQL Azure Data Sync サービスを使う場合は、同期時にデータ
更新矛盾が起こらないようにアプリケーションを設計する必要がある 

※ （参考） 更新矛盾の取り扱いについて 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-

US/windowsazuredata/thread/e10bb127-1418-

4e7b-aca7-7d17d13b71ca/ 
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SQL Azure データベースの運用管理 

－5. データ移行とデータ同期 

 ② SQL Azure Data Sync サービス（続き） 

 （参考） 利用に関しては、以下のような点に注意する（続き） 

 課金について 

 現時点では、SQL Azure Data Sync サービスの利用に関する課金はない 

 ただし、トラフィック課金と SQL Azure データベースの課金は発生する 

 通信課金は、”Hub”, “Member” データベースの位置によって変わる 

 SQL Azure Data Sync は、現状、South Central US にのみ存在 

 このため、現状では Hub や Member が South Central US に存在す
る場合のみ、トラフィック課金が発生しない 

 逆に、現状では Hub や Member が仮に同一の East Asia にあったと
しても、South Central US とのトラフィック課金が発生することに注意 

 SQL Azure 

East Asia （香港） 

SQL Azure 

Data Sync サービス 同期 

South Central US 

（サンアントニオ） 
インターネット 

同期 

Hub 

Member 

$ 

$ 

$ 

$ 
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SQL Azure に関するその他の Tips & Tricks 

 SQL Azure に関して知っておくとよい Tips を紹介する 

 SQL Azure への接続の暗号化について 

 SQL Server と SQL Azure のエンジンの見分け方について 

 SQL Azure 固有のエラーについて 

 課金のチェック方法について 

 他社製データベースからの移行について 
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SQL Azure に関するその他の Tips & Tricks 

－SQL Azure への接続の暗号化について 

 SQL Azure サーバとの通信を暗号化したい場合には、明示
的な指定が必要 

 ADO.NET → Encrypt=True のオプションを付与 

 SSMS → 接続時のオプションタブから暗号化接続を指定 

 SSIS → 接続オプションの Encrypt プロパティを True にする 

 sqlcmd → -N オプションを利用 

 bcp → ツールが暗号化をサポートしていないため、暗号化できない 

 

 bcp のみ暗号化をサポートしていないため、注意すること 

 

p.118 

SQL Azure に関するその他の Tips & Tricks 

－SQL Server と SQL Azure のエンジンの見分け方 

 対象データベースが SQL Server なのか、SQL Azure なの
かを確認するには、以下のようなクエリを発行してみるとよい 

 SELECT @@version, SERVERPROPERTY('edition'), 

SERVERPROPERTY('engineedition') 

 これにより、エンジンの種類の識別やバージョンの確認が可能 

   SQL Server SQL Azure 

@@version Microsoft SQL Server 2008 R2 
(RTM) - 10.50.1600.1 (Intel X86)   
Apr  2 2010 15:53:02   Copyright 
(c) Microsoft Corporation  
Developer Edition on Windows NT 
6.1 <X86> (Build 7600: )  

Microsoft SQL Azure (RTM) - 
10.25.9445.0   Sep 16 2010 
18:49:35   Copyright (c) 1988-2009 
Microsoft Corporation  

SERVERPROPERTY('
edition') 

Developer Edition SQL Azure 

SERVERPROPERTY('
engineedition') 

3 5 
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SQL Azure に関するその他の Tips & Tricks 

－SQL Azure 固有のエラーについて 

 SQL Azure では、SQL Server にはないいくつかのエラーが
発生する 

 Error Messages (SQL Azure Database) 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff394106.aspx 

 中でも特徴的なエラーとして、接続の強制切断エラーがある 

 リソースを使い過ぎている 

 30 分以上アイドル状態になっている 

 サービスのトラブルでフェイルオーバが発生した 

 接続が強制切断された場合には、以下のようなエラーが発生する 

 40501 : サービスがビジー 

 40197 : リクエストの途中でサービスがエラーを発生 

 40544 : データベース容量が制限にひっかかった 

 40549 : トランザクションが長すぎるため強制終了 

 40613 : データベースが利用不可能、etc... 

p.120 

SQL Azure に関するその他の Tips & Tricks 

－SQL Azure 固有のエラーについて 

 もし SQL Azure から接続を切断された際に自動的に再接続
するようにしたい場合には、以下の実装を参考にするとよい 

 Best Practices for Building Reliable SQL Azure Database Client 

Applications 

 SQL CAT チームによる、自動再接続ライブラリ 

 http://sqlcat.com/technicalnotes/archive/2010/06/17/best-practices-

for-building-reliable-sql-azure-database-client-applications.aspx 

 自動再接続機能を持ったコネクションクラスを利用することができるよう
になる 
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SQL Azure に関するその他の Tips & Tricks 

－他社製データベースからの移行について 

 他社製データベースを利用している場合には、Azure 環境
への移行はそれなりに大変になる 

 Windows Azure 環境では、基本的には SQL Azure しか利用できな
いため、通常のデータベース移行と同様の手間がかかる 

 移行促進のためのツールなどが提供されている場合もあるので、探
してみるとよい 

 例） SQL Server Migration Assistant 

 MySQL, Access, Oracle, Sybase などからの移行を支援するツール 

 http://www.microsoft.com/japan/sqlserver/2008/r2/downloads/default.m

spx 

 例） MySQL : MySQL Migration Tool 

 http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=69739c

8c-ac82-41de-b9e6-8fa5ae2594d9&displaylang=en 

 http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=5abe09

8d-c7e1-46c6-994a-09a2856eef0b&displaylang=en 

p.122 

SQL Azure データベースサービス まとめ 

 SQL Azure データベースサービスを使うと、手軽に高可用
機能を持ったデータベースを利用することができる 

 SQL Server と同様に、TCP/IP 接続により利用することができる 

 

 ただし、SQL Azure はクラウド環境に最適化されたデータ
ベースであることに注意する 

 中でも特にデータ容量制限が厳しいため、容量制限にひっかかる場
合はアプリケーションでのデータパーティショニングが必要になる 

 

 SQL Azure に接続するためには、接続文字列を調整する 

 SQL 認証により接続する 

 専用のサーバ名とユーザ名が与えられるので、これらを用いて接続 
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Module 3 

Windows Azure コンピュートサービス 

Windows Azure Compute Services 

p.124 

Windows Azure コンピュートサービス Agenda 

 Windows Azure コンピュートサービスとその使い方につい
て理解する 

 内部動作アーキテクチャ 

 Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

 サーバの内部構造 

 ロードバランサの特徴 

 スタートアップ処理 

 その他の注意点 

 Worker ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

 マルチサーバ構成 

 開発環境（コンピュートエミュレータ） 

 その他の Tips & Tricks 
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Windows Azure コンピュートサービスとは何か 

 カスタムアプリケーションのホスティングサービス 

 Windows Server OS のベースイメージが提供され、そこにカスタム
アプリケーションを乗せて実行させることができるサーバ 

 一般的なレンタルサーバに近いものだが、乗せられるアプリケーションに
は制限事項があり、OS を直接操作することは基本的にできない 

 以下の 3 種類のサーバを利用することが可能 

 A. Web Role サーバ : IIS が搭載されたサーバ（Web アプリ用） 

 B. Worker Role サーバ : IIS 非搭載のサーバ（バッチアプリ用） 

 C. VM Role サーバ ： 自身でベース OS イメージを作成して使うサーバ 

インターネット 

HTTP / HTTPS 

A. Web Role サーバ B. Worker Role サーバ 

Web アプリケーション 

動作用のサーバ 

バッチアプリケーション 

動作用のサーバ 

※ （注意） 下図は分かりやすさのために物理サーバと 

  してイラスト化しているが、実際にはどのサーバも 

  Hyper-V の仮想マシンとして動作している 

C. VM Role サーバ 

大きなカスタマイズが 

可能な汎用サーバ 

※ 実際には
各サーバは
仮想マシン 
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Windows Azure コンピュートサービスとは何か 

－物理的な動作イメージ 

 モノとしては一般的な共用ホスティングサービスに近いが、
アプリが VM レベルから分離されている点が異なる 

 まず仮想マシン（VM）のベースイメージの種類（ロール）を選択し、そ
こに自分が開発したアプリケーションをアップロードして利用する 

 （Extra Small 以外では）各 VM は CPU とバインドされているため、
サービスレベルの保障がしやすい形になっている 

 ユーザ単位に VM が分かれているため、セキュリティ的にも有利 

ハードウェア 

OS （Linux など） 

ランタイム／ミドルウェア 

（Perl, PHP, Ruby, Python など） 

ハードウェア 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ B の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ C の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ユーザ A の 

アプリ 

ユーザ B の 

アプリ 

ユーザ C の 

アプリ 

一般的なホスティングサービス Windows Azure コンピュートサービス 

Linux のレンタルサーバなど
では、多くの場合、同一の 

OS をユーザアカウントで分
離して利用 
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内部動作アーキテクチャ 

－ファブリックコントローラについて 

 VM へのアプリケーションの展開は、ポータルサイトから行う 

 ポータルから、パッケージ化したアプリと構成設定をアップロードする 

 ファブリックコントローラが、VM の展開とアプリの展開を行ってくれる 

アプリパッケージ 

（.cspkg） 

構成設定ファイル 

（.cscfg） 

Azure ポータル 

ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

 

ファブリック 

コントローラ 

Windows Azure の 

インフラを監視・管理 

している基盤サービス 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ B の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ C の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ E の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ O の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ P の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ X の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

Windows Azure コンピュートサービス 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

仮想マシン 

（Web Role） 

ベース 

イメージ 

ハードウェアの空き 

状況を見て、VM  

イメージコピーと、 

パッケージの展開
が実施される 

ユーザ A 

アプリパッケージ 

（.cspkg） 

（参考） Fabric Controller は以下のようなことを行う 

 ・ データセンタのマシンリソースの管理と割り当て 

 ・ サービスライフサイクルの管理 

 ・ サービスのヘルスマネジメント 

p.128 

内部動作アーキテクチャ 

－ファブリックコントローラについて 

 「ファブリックコントローラ」は、Windows Azure コンピュート
サービスの内部動作上の一番の肝となっている 

 例えば下図のようなシステムを構成しようとした場合、ファブリックコン
トローラは、以下の作業を行う 

 Azure のデータセンタ内から空いているハードウェアを探し出す 

 空きハードウェア上に、仮想マシンを展開し、ユーザアプリを展開 

 ロードバランサなどの設定を行い、下図のようなシステムを組み上げる 

 この『組み上げ作業』を行うイメージから、「ファブリック（織物）コント
ローラ」と呼ばれている 

インターネット 

HTTP / HTTPS 

"WebUIApp" 

[Web Role] 

"BatchApp" 

[Worker Role] 
HTTP / HTTPS 

TCP 

キュー 

etc. 

Web アプリケーション 

動作用のサーバ 

バッチアプリケーション 

動作用のサーバ 

"WebServiceApp" 

[Web Role] 

*.aspx 

*.asmx 

XML Web サービス 

用のサーバ 

論理的な構成図 物理的な構成図 

インターネット 

"WebUIApp" 

[Web Role] "BatchApp" 

[Worker Role] 

"WebServiceApp" 

[Web Role] 

空きリソースを見つけてシス
テムを組み上げ、左図のよう
なシステム構成を作り出す 
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内部動作アーキテクチャ 

－展開されたマシンインスタンスについて 

 ポータルサイトからサービスパッケージを配置すると、FC に
よりサーバインスタンスが作成され、起動される 

 おおまかな流れは以下の通り 

 Initializing : 仮想マシンの用意と OS 初期化処理 

 Busy : ワーカプロセスの起動処理 

 Ready : 起動完了、リクエスト受付可 

 仮想マシンの準備と初期化処理が行われるため、 

Ready 状態になるまでは 10～20 分程度かかる 

In
itia

liz
in

g
 

B
u

s
y
 

R
e
a

d
y
 

・ 仮想マシンの準備 

・ アプリの展開 

・ ミニセットアップ処理 

・ ワーカプロセスの 

 起動処理 

・ 準備完了 

・ ロードバランサへの 

 組み込み 

p.130 

内部動作アーキテクチャ 

－Service Management API 

 Service Management API を利用すると、ポータル上からの 
FC に対する操作などを自動化することが可能 

 Service Management API を利用すると、ポータル上からの UI 操
作とほぼ同様のことを実施できる 

 多くの運用管理ツールや開発ツールはこの API を利用している 

 API 利用のためには、サービス管理用の証明書を作成し、
ポータルサイトから登録しておく必要がある 

 具体的なやり方 → Module 5 にて解説 
Azure 

ポータル 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ C の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ E の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

Windows Azure コンピュートサービス 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 
手動での操作・管理 

Service Management 

API を使った自動化 

（HTTP/REST） 

管理ツール 

など 
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内部動作アーキテクチャ 

－利用可能な VM イメージと VM サイズの種類 

 Azure 環境では、3 種類の OS イメージが利用でき、さらに、
割り当てるリソースとして 5 種類のサイズが設定できる 

 OS イメージ : Web ロール、Worker ロール、VM ロール 

 仮想マシンサイズ : X-Small、Small、Medium、Large、X-Large 

 本モジュールでは、まず基本となる Web,  

Worker ロールについて解説する 
VM サイズ 

・ 仮想マシンのベースイメージが物理ハードウェア上に展開される時に、物理 

 ハードウェアから上記の CPU, メモリが割り当てられる 

・ 潤沢なリソースを割り当ててもらうほどより課金が高くなる 

※ X-Small は課金体系が他とは別であることに注意する 

ロール ランタイム ミドルウェア 主な用途 

Web Role 3.5 SP1, 4.0 IIS 7.5 Web アプリ 

Worker Role 3.5 SP1, 4.0 特になし バッチアプリ 

VM Role （任意） （任意） （任意） 

サーバロール 

・ （注意＆参考） Visual Studio のテンプレートとしては、これら 

 以外にもさまざまなテンプレートがあるように見えるが、実質的 

 には上記の 2 つのロールしかない（詳細は後述） 

・ Azure のゲスト OS バージョンによって、利用可能なランタイム 

 が若干異なる（詳細は後述） 

VM 数 

割り当ててもらう CPU 

やメモリソース量 

※ （参考） Azure VM の詳細については以下を参照 
PDC10 CS63 : Inside Windows Azure Virtual Machines 

サイズ CPU メモリ ディスク 帯域 課金 

X-Small 1.0GHz x 1(共用) 768MB 20 GB 5Mbps \4.37/h 

Small 1.6GHz x 1 相当 1.75GB 225 GB 100Mbps \10.49/h 

Medium 1.6GHz x 2 相当 3.5GB 500 GB 200Mbps \20.98/h 

Large 1.6GHz x 4 相当 7.0GB 1,000 GB 400Mbps \41.96/h 

X-Large 1.6GHz x 8 相当 14GB 2,000 GB 800Mbps \83.91/h 

p.132 

以降の説明について 

 Web ロールや Worker ロールサーバ上でのアプリケーショ
ン開発自体は、それほど特殊ではない 

 Web ロール上でのアプリケーション開発は、通常の .NET Web アプ
リケーション開発とほとんど同じ（→ Module 1） 

 Worker ロール上でのアプリケーション開発はまだ解説していないが、
それほど特殊な実装が必要なわけではない 

 

 しかし、Web ロールや Worker ロールのサーバの内部構造
や動作上の特徴を理解しておくことは非常に重要 

 

 以降では、① Web ロール、② Worker ロールの順に、サー
バの内部構造や動作上の特徴について解説する 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

 まず、Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点について
解説する 

 1. サーバの内部構造 

 ドライブ構成、ストレージの利用制限、プロセス構成、国際化対応 

 2. ロードバランサの特徴 

 アフィニティと ASP.NET セッションプロバイダ、長時間処理 

 3. スタートアップ処理 

 OnStart() メソッド、スタートアップコマンド 

 4. その他の注意点 

 メール送信処理、構成設定データ 

p.134 

Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 Web ロールサーバの内部構造の特徴として、まず以下のポ
イントを理解しておくとよい 

 ① ドライブ構成 

 通常の Windows とは異なるドライブ構成が使われる 

 ② ストレージの利用制限 

 ローカルストレージのみ利用可能、永続化されない 

 ③ ワーカプロセス構成 

 64 ビット、統合パイプラインモード 

 ④ 国際化対応 

 ローカライズリソース非搭載、UTC タイムゾーンで動作 

 

 これらについて解説する 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ① ドライブ構成 

 Windows Azure では、通常とは全く異なるドライブ構成が使われる 

 C:\ → リソースドライブ （データが置かれているドライブ） 

 D:\ → OS ドライブ （Winows Server 2008 SP2 x64 または R2 x64） 

 E:\ → ユーザアプリケーションプログラム（※ ドライブレターが変わる可
能性もあり） 

 通常の C:\ のみのドライブ構成とは全く異なるので注意が必要 

 しかも今後変更される可能性もあるため、絶対パスを使ってアプリケー
ションコードを書いてはならない！ 

リソースディスク 

（主に、一時ファイルなどを保存） 

Windows Server OS 

ユーザアプリケーション 

p.136 

Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ① ドライブ構成（続き） 

 （参考） ドライブレターと代表的なフォルダの構成は以下の通り 

ドライブ 
ボリューム種
別 

容量 役割 フォルダ クォータ 備考 

C: リソースボ
リューム 

20GB～
2,000GB 程度 

ローカルスト
レージ 

C:\Resources\Directory\<Tenant> 
VM サイズに依
存 

  

WAD ストレー
ジ 

C:\Resources\Directory\DiagnosticSto
re 

4GB   

テンポラリフォ
ルダ 

C:\Resources\Temp\<Tenant> 100MB   

IIS 圧縮フォル
ダ 

C:\Resources\IISCompression\<Tenan
t> 

100MB Web ロールのみ 

ASP.NET テン
ポラリ 

C:\Resources\ASPNetTemp\<Tenant> 100MB Web ロールのみ 

ページファイ
ル 

C:\ -   

D: OS ボリューム 
16～26GB程
度 

Windows OS D:\Windows\ -   

E: (※1) 
ロールボ
リューム 

1GB 
アプリケーショ
ンコード 

E:\approot\ 
※ Full IIS 時はE:\sitesroot 

- 
※1 利用可能な最初の
ドライブレターを利用 

サイズが非常に小さいので注意。 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ② ストレージの利用制限 

 前述したドライブに関しては、ドライブ構成や容量以外に、以下のよう
な大きな制限がある 

 ドライブに書き込んだデータを、永続的なものとして取り扱えない 

 簡単に言えば、HDD 内に書き込んだデータは消失することがある 

 代表的なケースとしては、インスタンス数の減少、物理ハードウェア障害によ
る自動的なノード移動、OS アップグレードなどがある 

 これらのケースでは、新しい仮想マシンインスタンスを作成し、処理を引き継
ぐため、既存インスタンスの HDD データを一切引き継がない 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ C の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

Windows Azure コンピュートサービス 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

ノード 

移動 

まるごと 

消失 

新規 

作成 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ② ストレージの利用制限（続き） 
 アプリケーションのワーカプロセスが制限アカウントで動作しているため、

そもそもファイルやレジストリの読み書きに制限がある 

 Web ロール、Worker ロールとも、アプリケーションは制限アカウントで動作 

 このため、例えば D:\WINDOWS フォルダ下へのデータ書き込みは不可 

 （読み込みは可能だが、書き込みについてはほとんど制限されている） 

ハード 

ディスク 

CLR 
レジストリ 

ACL 

ACL 

NETWORK SERVICE 
アカウント 

（制限アカウント） 

OS による 
制限 

Web ロールワーカ 
プロセス（w3wp.exe） 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ② ストレージの利用制限（続き） 

 これらの理由から、Azure プラットフォームでは、基本的に各種の
データやログファイルなどは、外部のストレージに保存する 

 前述したように、以下のようにデータを保存する 

 SQL Azure データベース → 業務データの保存に利用 

 Windows Azure ストレージ → BLOB データやログデータの保存に利用 

 （参考） イベントログや IIS ログなども、同様に外部に保存する 

 Windows Azure Diagnostics （WAD）を利用して、ログを Azure ストレージ
サービスに転送する（→ Module 6 にて解説） 

インターネット 

HTTP / HTTPS 

Windows Azure 

コンピュートサービス 

BLOB 
Table 
Queue 

Windows Azure 

ストレージサービス 

SQL Azure 

データベースサービス 

増減 

SQL Azure や Windows Azure 

ストレージサービスにデータを保存
すれば、サーバインスンタスの 

HDD が消失しても問題が生じない 

データ 

消失 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ② ストレージの利用制限（続き） 

 しかし、実際のアプリケーションでは、ローカル HDD ドライブが利用
できないと不便なケースも多い 

 外部から取り寄せた巨大なデータの一時的なキャッシュ 

 SQL Azure データベースや Windows Azure ストレージサービスなどから
取り寄せた巨大なデータを、一時的に各サーバでキャッシュしたい場合 

 アプリケーションのワークディレクトリ 

 アプリケーションがバッチ処理などを行う際に、一時的に巨大なファイルを取
り扱う必要がある場合 

 既存アプリケーションの移行 

 Windows Azure ストレージサービスは、通常の NTFS API ではアクセスで
きないため、既存アプリケーションの移行では大幅な書き換えが必要 

 こうした問題を解決するため、以下の 2 つの機能が提供されている 

 A. ローカルストレージ 

 B. Windows Azure ドライブストレージ 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ② ストレージの利用制限（続き） 

 各機能は、以下のようなものである 

 A. ローカルストレージ 

 仮想マシン内に、ワーカプロセスが自由に使える HDD 領域を提供する 

 B. Windows Azure ドライブストレージ 

 Blob ストレージ内に仮想 HDD ファイルを置き、これを読み書きする 

MCS.Japan.CloudSystem 

外 
4523 

外 
3246 

WebRole1 

外 
http://mcssample. 

cloudapp.net:80/ 

外 

（外部向け） 

HTTP / ポート80 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

#0 

10.28.172.65 

(private IP) 

#1 

10.28.21.95 

(private IP) 

ローカル 

ストレージ 

ローカル 

ストレージ 

SQL Azure 

データベース 

サービス 

Windows Azure 

ストレージ 

サービス 

一時 

データ 

マウント 

マウント 

通常のローカル 

ドライブのように 

読み書きができる 

主に業務 

データを保存 

主にログ 

データを保存 

仮想 HDD ファ
イルを配置 

重要！ 

p.142 

Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ② ストレージの利用制限（続き） 

 2 つのストレージ機能の相違点は以下の通り 
  A. ローカルストレージ B. Windows Azure ドライブストレージ 

内部動作 仮想マシンの C:\ ドライブ内の特定フォルダを、アプ
リケーションに対して貸し出す機能 

Azure ストレージ内に仮想 HDD ファイルを置き、こ
れをドライブマウントして読み書きする方式 

ファイルアクセス 通常の NTFS API でアクセス可能 通常の NTFS API でアクセス可能 

主な用途 アプリケーションの一時データ書き込み先（例外ログ
や処理ログの一時書き込み先） 

アプリケーションの永続的なデータの書き込み先 

ドライブやフォルダ
名の例 

C:\Resources\directory\6f4d99b8b339413ea3dac24
ce71929af.WebApplication1.MyLocalStorage\ （※ 
自分で決めることはできない） 

X:\ （※ 自分で決めることはできない） 

動作速度 高速（通常の HDD と同様） 極めて低速（HTTP REST で読み書き、ただしローカ
ルストレージでキャッシュがかかる） 

利用可能な容量 20GB～2TB （VM サイズにより異なる） 最大 1TB × 最大 16 ドライブまでマウント可能 

仮想マシンの再起動 消失しない（※ 設定によっては消失させることも可
能） 

消失しない 

仮想マシンのイメー
ジ再作成 

消失する 消失しない 

その他の注意点   1 つの仮想 HDD ドライブを、複数の仮想マシンで共
用することはできない 

※ 本資料では、A. のみ解説する（B. はあまり使われないため） 

※ Windows Azure ドライブストレージについては以下の資料を参照 

http://blogs.msdn.com/windowsazure/archive/2010/02/02/beta-

release-of-windows-azure-drive.aspx 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ② ストレージの利用制限（続き） 

 ローカルストレージの具体的な使い方は以下の通り 

 ロール定義画面にて、ローカルストレージの利用を宣言 

 アプリケーションコードから、ローカルストレージのパスを取得して使う 

サービスのリサイクル（サーバ再起動やロー
ルインスタンス再起動）が発生した際に、デー
タをクリーンアップするか否かを指定 

string dirPath = RoleEnvironment.GetLocalResource("MyLocalStorage").RootPath; 

C# 

【参考】 物理ファイルパス （※ 今後変更される可能性はあるが、参考までに．．．） 

• 開発用ファブリック 

  C:\Users\nakama\AppData\Local\dftmp\s0\deployment(46)\res\deployment(46).CloudService1. 

  WebRole1.0\directory\MyLocalStorage\ 

• 運用環境 

  C:\Resources\directory\6f4d99b8b339413ea3dac24ce71929af.WebApplication1.MyLocalStorage\  
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ③ ワーカプロセス 

 Web ロールには、以下の 2 つの内部動作モードがある 

 A. Full IIS モード : IIS 7.x を直接使う方式 

 B. Hosted Web Core モード : 特殊なワーカプロセスを使う方式 

 SDK 1.3 以降を利用する場合は、基本的に Full IIS を利用する 

 Full IIS の方が動作がわかりやすく、しかも機能的にも充実するため 

  A. Full IIS モード B. Hosted Web Core （HWC） モード 

内部動作 IIS 7.x 上に直接アプリを展開 自前のワーカプロセス上にアプリを展開 

SDK との関係 ・SDK v1.3 以降でのみサポート 
・SDK v1.3 以降のデフォルト 

・すべてのバージョンの SDK で利用可能 
・SDK v1.0～1.2 のデフォルト 

ワーカプロセス w3wp.exe WaWebHost.exe 

動作アカウント NETWORK SERVICE （制限アカウント） CIS\dc90fe15-43ba-4035-8031-
e12118bfe380 （制限アカウント） 

動作ビット数 64 ビット （※ 32 ビット化も可能） 64 ビット 

Web アプリ数 設定次第で複数可能 1 つのみ 

ポート番号 80 乱数ポート （例：4523） 

※ 本資料では HWC モードについては解説しない。 

※ HWC モードについての詳細が知りたい場合には、以下
の資料を参照。「Windows Azure 実装ガイド」 

http://blogs.msdn.com/b/nakama/archive/2010/10/06/wi

ndows-azure.aspx 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ③ ワーカプロセス（続き） 

 Azure 上に展開された Web アプリは、以下のようになっている 

 Web サイトのルートアプリケーションとして公開される 

 Web アプリケーションのコードは、C:\inetpub\wwwroot 下ではなく、
E:\sitesroot\0 下に展開される（※ 今後、変更される可能性あり） 

 当該 Web アプリケーションは、専用のワーカプロセスで公開される 

 このワーカプロセスは、統合パイプラインモード、64 ビットモード、
NETWORK SERVICE アカウントで動作している 

専用のワーカプロセスがひとつ作成さ
れ、そこで Web サイトのルートフォル
ダのアプリケーションが動作する 

※ CLR バージョンは自動的に選択される（web.config 内
の targetFramework 属性により自動判別） 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ③ ワーカプロセス（続き） 

 前述のような特徴があるため、以下の注意が必要となる 

 64 ビットプロセスで動作するため、32 ビットモジュールをロードできない 

 64 ビットプロセスには、64 ビットモジュールのみしかロードできないため 

 32 ビット版しか用意されていないライブラリを利用する際には要注意 

 （参考） WOW64 は搭載されているので、32 ビットサブプロセスの起動は可 

 
Windows Azure Guest OS （＝64 ビット版 OS） 

64 ビットワーカプロセス（w3wp.exe） 

クライアント 

ブラウザ 

.aspx/cs 

x64 x64 

x64 版 CLR （2.0 or 4.0） 

x64 

アンマネージド 

DLL ファイル 

64 ビット 

動作 

32 ビット 

アプリケーション 

WOW64 

32 ビット 

動作 

.NET 

アセンブリ 

Any CPU または x64 の 

DLL のみ利用可能 

x64 用のバイナリファ 

イルしか使えない！ 
サブプロセスであれば、 

32 ビットプロセスも起動 

可能 

代表例） VB6 ラン 

タイムや VB6 COM 

（参考） 64 ビットプロセスに関する詳細は以下を参照 

.NET Framework アプリケーションの 64bit 対応 

http://blogs.msdn.com/b/nakama/archive/2008/10/3

0/net-framework-64bit.aspx 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ③ ワーカプロセス（続き） 
 統合パイプラインモードが使われているため、構成設定に注意が必要 

 HTTP モジュール、HTTP ハンドラは、system.web セクションではなく、
system.webServer セクションで組み込む必要がある 

 system.web セクションの httpModule, httpHandler セクションがあると、構
成設定エラーとして扱われるため、注意が必要 

HTTP 要求 

Web 

ブラウザ 
IIS パイプライン 

IIS モジュール 

IIS モジュール 

ハンドラ 

振り分け 

HTTP モジュール 

Web ロールサーバ 

<modules> <handlers> 

<system.webServer> 

IIS モジュール 

IIS モジュール 

HTTP モジュール 

StaticFileModule 

（IIS ハンドラ） 

ファイルの読み込みと 

データ返却 
*.jpg, *.png, 

*.html など 

*.aspx 

*.jpg 

*.png 

*.html 

*.aspx ファイル 
PageHandlerFactory 

（HTTP ハンドラ） 

*.asmx WebServiceHandlerFactory 

（HTTP ハンドラ） 
*.asmx ファイル 

プログラムファイルの 

読み込みと処理 

プログラムファイルの 

読み込みと処理 
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HTTP 要求 

Web 

ブラウザ 
IIS パイプライン 

IIS モジュール 

IIS モジュール 

IIS モジュール 

ハンドラ 

振り分け 

HTTP モジュール 

HTTP モジュール 

IIS モジュール 

IIS モジュール 

IIS モジュール 

HTTP モジュール 

HTTP モジュール 

CgiModule 

（IIS ハンドラ） 

IsapiModule 

（IIS ハンドラ） 

StaticFileModule 

（IIS ハンドラ） 

実行モジュール 

（Perl.exe など） 

*.asp ファイル 

ファイルの読み込みと 

データ返却 
*.jpg, *.png, 

*.html など 

*.pl 

*.asp 

*.aspx 

*.jpg 

*.png 

*.html 

プログラムファイルの 

読み込みと処理 

*.pl ファイル 

ASP ランタイム 

（asp.dll） 

プログラムファイルの 

読み込みと処理 

*.aspx ファイル 
PageHandlerFactory 

（HTTP ハンドラ） 

*.asmx WebServiceHandlerFactory 

（HTTP ハンドラ） 
*.asmx ファイル 

プログラムファイルの 

読み込みと処理 

プログラムファイルの 

読み込みと処理 

Windows Server 2008 

IIS 7 （Windows 2008） 

HTTP 要求 

Web 

ブラウザ 
IIS パイプライン 

IIS モジュール 

IIS モジュール 

IIS モジュール 

IIS モジュール 

IIS モジュール 

IIS モジュール 

ハンドラ 

振り分け 

IsapiModule 

（IIS ハンドラ） 

*.aspx ファイル 

*.asmx ファイル 

*.aspx 

*.asmx 

プログラムファイルの 

読み込みと処理 

ASP.NET ランタイム 

（aspnet_isapi.dll） 

HTTP モジュール 

HTTP モジュール 

HTTP モジュール 

HTTP モジュール 

HTTP モジュール 

HTTP モジュール 

ハンドラ 

振り分け 

ASP.NET パイプライン 

*.aspx 

*.asmx 

PageHandler 

Factory 

（HTTP ハンドラ） 

WebService 

HandlerFactory 

（HTTP ハンドラ） 

HTTP モジュールにより 

前段／後段共通処理を実施 

HTTP ハンドラにより 

実際のプログラム処理を 

実施する 

StaticFileModule 

（IIS ハンドラ） *.html 

*.jpg 

Windows Server 2008 

IIS 7 （Windows 2008） 

（参考） クラシックモードと統合パイプラインモード 

クラシックモード 

（IIS 6.0 互換モード） 

統合パイプラインモード 

（IIS 7.x ネイティブモード） 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ③ ワーカプロセス（続き） 
 制限アカウントで動作しているため、実施できない作業がある 

 前述した、ファイルの読み書き制限以外にも、以下のような制限がある 

 イベントソースの作成（※ イベントログへの書き込みは可能） 

 パフォーマンスカウンタの作成（※ カウンタへの値の出力は可能） 

 レジストリへの書き込み 

 フォルダに対する ACL の設定 

 環境変数の設定 

 etc... 

 一言で言えば、管理者権限が必要な処理については実施できない 

 これらについては、Module 8 で解説する昇格特権によってほとんど解決可
能だが、むやみには使わないことを推奨 

 ワーカプロセスが NETWORK SERVICE アカウント（制限アカウント）
で動作しているのは、セキュリティ向上のため 

 可能な限り、これらの制限を受け入れた形でアプリケーションを開発す
ること 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ③ ワーカプロセス（続き） 

 （参考） ワーカプロセスの詳細情報を入手したければ、次ページにあ
るようなアプリケーションを、Azure 環境で実行してみるとよい 

 アプリケーション内から、様々な 

環境情報を入手できる 

 さらにリモートデスクトップ接続 

（Module 5）で内部を見ると、か 

なり詳しいところまで調べること 

が可能 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Dictionary<string, string> info = new Dictionary<string, string>(); 
    // 基本的なマシン情報 
    info.Add("マシン名", Environment.MachineName); 
    info.Add("IP アドレス", string.Join(", ", Dns.GetHostAddresses(Dns.GetHostName()).Select(a => 
a.ToString()).ToArray())); 
    info.Add("ホストプロセス", Process.GetCurrentProcess().ProcessName + ".exe" + " (" + 
Process.GetCurrentProcess().Id.ToString() + ")"); 
    info.Add("動作ビット数", (IntPtr.Size == 8 ? "64 ビット" : "32 ビット")); 
    info.Add("動作アカウント", WindowsIdentity.GetCurrent().Name); 
    info.Add("所属グループ", GetCurrentGroupInfo()); 
 
    // CLR ランタイム情報 
    info.Add(".NET Framework バージョン", Environment.Version.ToString()); 
    info.Add("OS バージョン", Environment.OSVersion.VersionString); 
 
    // Web ランタイム情報 
    info.Add("ルート物理フォルダ", Server.MapPath("/")); 
    info.Add("IIS パス", Request.ServerVariables["APPL_MD_PATH"]); 
    info.Add("要求 URL", Request.RawUrl); 
    info.Add("対応物理パス", Request.PhysicalPath); 
    info.Add("サーバ側ポート番号", Request.ServerVariables["SERVER_PORT"]); 
    info.Add("IIS パイプラインモード", (HttpRuntime.UsingIntegratedPipeline ? "統合パイプライン" : "独立パイプライ
ン")); 
    info.Add("AppDomain", AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName); 
    info.Add("プロセス ID", Process.GetCurrentProcess().Id.ToString()); 
 
... （次ページへ続く） 

C# 

p.152 

Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 
    // 国際化対応の情報 
    info.Add("UI カルチャ", Thread.CurrentThread.CurrentUICulture.ToString()); 
    info.Add("データカルチャ", Thread.CurrentThread.CurrentCulture.ToString()); 
    info.Add("現在時刻(Local)", DateTimeOffset.Now.ToString()); 
    info.Add("現在時刻(UTC)", DateTimeOffset.Now.ToUniversalTime().ToString()); 
 
    // 表示 
    Label1.Text = string.Format("<table border=1>{0}</table>", 
        string.Join("\n", info.Select(di => string.Format("<tr><td>{0}</td><td>{1}</td></tr>", di.Key, 
di.Value)).ToArray())); 
} 
 
protected string GetCurrentGroupInfo() 
{ 
    List<string> groups = new List<string>(); 
    foreach (var g in WindowsIdentity.GetCurrent().Groups) 
    { 
        try 
        { 
            groups.Add(g.Translate(typeof(NTAccount)).Value); 
        } 
        catch (IdentityNotMappedException inme) 
        { 
            groups.Add(g.Value); 
        } 
    } 
    return string.Join(", ", groups.ToArray()); 
 
} 

C# 
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  開発環境 （Compute Emulator） ※ 32 ビット機を利用 運用環境 (Full IIS) 

マシン名 NAKAMA00 RD00155D3842EC 

IP アドレス fe80::c1d4:8f50:7084:346d%11, fe80::5efe:10.168.128.248%31, 
2001:4898:0:fff:0:5efe:10.168.128.248, 10.168.128.248 

fe80::9c86:b4a5:aaf9:a331%15, fe80::dd:3610:f5c1:963c%17, 
10.62.105.195, 2001:0:4137:9e76:dd:3610:f5c1:963c 

ホストプロセス w3wp.exe (432) w3wp.exe (3068) 

動作ビット数 32 ビット 64 ビット 

動作アカウント NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE 

所属グループ Everyone, BUILTIN\Users, NT AUTHORITY\SERVICE, コン
ソール ログオン, NT AUTHORITY\Authenticated Users, NT 
AUTHORITY\This Organization, IIS APPPOOL\49fbb25d-
62d4-4179-b4f0-6f1a1bf2fea9, LOCAL 

Everyone, BUILTIN\Users, NT AUTHORITY\SERVICE, NT 
AUTHORITY\Authenticated Users, NT AUTHORITY\This 
Organization, BUILTIN\IIS_IUSRS, LOCAL, IIS 
APPPOOL\80cca20e-2d56-44ba-afc4-336035cccadd 

.NET Framework 
バージョン 

4.0.30319.225 4.0.30319.1 

OS バージョン Microsoft Windows NT 6.1.7600.0 Microsoft Windows NT 6.0.6002 Service Pack 2 

ルート物理フォルダ C:\DevProjects\WebApplication1\WebApplication1\ E:\sitesroot\0\ 

IIS パス /LM/W3SVC/2102879147/ROOT /LM/W3SVC/1273337584/ROOT 

要求 URL /WebForm3.aspx /WebForm3.aspx 

対応物理パス C:\DevProjects\WebApplication1\WebApplication1\WebFor
m3.aspx 

E:\sitesroot\0\WebForm3.aspx 

サーバ側ポート番号 5124 80 

IIS パイプラインモー
ド 

統合パイプライン 統合パイプライン 

AppDomain /LM/W3SVC/2102879147/ROOT-1-129452487582683598 /LM/W3SVC/1273337584/ROOT-1-129452485986370390 

プロセス ID 432 3068 

UI カルチャ ja-JP en-US 

データカルチャ ja-JP en-US 

現在時刻(Local) 2011/03/22 15:26:00 +09:00 3/22/2011 6:23:27 AM +00:00 

現在時刻(UTC) 2011/03/22 6:26:00 +00:00  3/22/2011 6:23:27 AM +00:00  

（参考） 開発環境と運用環境の環境差異 
※ 特に大きな差異についてはアミカケで図示 

※ 一部の項目については以降で解説 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ④ 国際化対応 

 SQL Azure と同様、Windows Azure プラットフォームも、言語ニュー
トラルな環境になっている 

 データカルチャと UI カルチャ → en-us 

 タイムゾーン → UTC （グリニッジ標準時刻） 

 リソースデータ → 言語パック非搭載 

 このため、国際化対応を意識していないアプリケーションの場合、正
しく動作しない場合がある 

  ASP.NET 開発サーバ 開発用ファブリック Azure 運用環境 

データカルチャ ja-jp ja-jp en-us 

Label1.Text = string.Format("{0:c}", 
100); 

\100 \100 $100 

Label2.Text = 
DateTime.Now.ToString(); 

2009/12/21 16:25:46 2009/12/21 16:25:46 12/21/2009 4:25:46 PM 

UI カルチャ ja-jp ja-jp en-us 

ランタイムからの各種のメッセージ 日本語 日本語 英語 

タイムゾーン JST (UTC+09:00) JST (UTC+09:00) UTC (UTC+00:00) 

Label3.Text = 
DateTime.Now.ToString("r"); 

Mon, 21 Dec 2009 16:29:06 
GMT  

Mon, 21 Dec 2009 16:29:06 
GMT  

Mon, 21 Dec 2009 07:29:06 
GMT  
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ④ 国際化対応（続き） 

 日本語環境で開発されたアプリケーションをそのまま Azure 上で動
作させると、主に以下のような問題が発生する 

 通貨表記や時刻表記のフォーマットが英語基準になる 

 例） decimal a = 100; を通貨表記させると、"$100" になる 

 例） 日付を表示すると、"月／日／年" の順序になる 

 ランタイムから表示されるメッセージ類がすべて英語になる 

 例） 例外メッセージはすべて英語 

 例） DataGridView の「選択」「編集」などの文字がすべて英語になる 

 現在時刻がグリニッジ標準時になる 

 例） DateTime.Now プロパティで取 

得される現在時刻が、日本標準時で 

はなく、グリニッジ標準時になってし 

まう 

 これらはすべて対策が必要になる 
日本語環境で動作させた場合には、 

「編集」「選択」などの表示になる 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ④ 国際化対応（続き） 

 基本的な対策方法について 

 データカルチャについて 

 アプリケーションが動作しているスレッドのカルチャを web.config で変更 

 表示言語について 

 アプリケーションが動作しているスレッドの UI カルチャを web.config で変更 

 しかし、現在の Azure プラットフォームには日本語リソースファイル（言
語パック）が搭載されていない 

 このため、必要に応じて昇格特権で日本語リソースファイル（言語パッ
ク）をインストールする 

<configuration> 
  <system.web> 
    <globalization culture="ja-jp"  
                   uiCulture="ja-jp" /> 
  </system.web> 
</configuration> 

web.config 

UI カルチャを変更しても、日本語リ

ソースファイルがないため、そのまま
では日本語表記に切り替わらない 

→ 言語パックを昇格特権で入れる 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ④ 国際化対応（続き） 

 基本的な対策方法について（続き） 

 タイムゾーンについて 

 .NET Framework 3.5 から導入された、DateTimeOffset クラスや 

TimeZoneInfo クラスを利用することを推奨 

 DateTime クラスでは、タイムゾーンを意識した処理ができない 

 DateTimeOffset クラスや TimeZoneInfo クラスでは、タイムゾーンを
取り扱えるため、UTC から JST への時刻変換などができる 

 例） 現在時刻を取得したい場合 

 DateTime.Now で取得してしまうと、UTC 時刻になる 

 これを TimeZoneInfo クラスにより、日本標準時（JST）に変換して使う 

// 従来であれば以下のように実装していたところを... 
// DateTime now = DateTime.Now; 
// 以下のように実装する必要がある 
DateTime now = TimeZoneInfo.ConvertTimeBySystemTimeZoneId(DateTime.Now.ToUniversalTime(), 
"Tokyo Standard Time"); 

C# 

カルチャやタイムゾーンに関す
る詳細な取り扱いについては、
Visual Studio Workshop #781 

国際化対応を参照のこと 

p.158 

Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－1. サーバの内部構造 

 ここまでのまとめ 

 ① ドライブ構成 

 通常の Windows とは異なるドライブ構成が使われる 

 ② ストレージの利用制限 

 ローカルストレージのみ利用可能、永続化されない 

 ③ ワーカプロセス構成 

 64 ビット、統合パイプラインモード 

 ④ 国際化対応 

 ローカライズリソース非搭載、UTC タイムゾーンで動作 

 

 引き続き、Azure のロードバランサについて解説する 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 Web ロールサーバを複数インスタンスで展開すると、自動的
にロードバランサが構成される 

 Windows Azure コンピュートサービスの可用性 SLA （99.9%）は、イ
ンスタンス数が 2 以上であることが条件になっている 

 2 インスタンス以上でサーバを配置すると、下図のようにロードバラン
サが自動構成される 

MCS.Japan.CloudSystem 

外 

80 

外 

80 

WebRole1 

http://azurehelloworld. 

cloudapp.net:80/ 

（65.52.8.112（Public IP）） 

外 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

#0 

10.28.172.65 

(private IP) 

#1 

10.28.21.95 

(private IP) 
クライアントからは全体の 

URL （仮想アドレス）のみを 

使ってアクセスする。 

ロード 

バランス 

インスタンス数 2 でアプリ
ケーションを配置すると、自
動的に 2 台のサーバが展開
され、ロードバランサも自動
構成される 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 このロードバランサは、Azure 専用に開発されたものである 

 NLB などの従来技術を使って作られたものではない 

 このため、動作上、いくつか知っておくべきポイントや注意点がある 

 このロードバランサについて、以下を押さえておく必要がある 

 ① セッションアフィニティ 

 Azure のロードバランサはセッションアフィニティをサポートしない 

 このため、セッション情報は外部サーバに分離して保持する必要がある 

 ② ASP.NET セッションプロバイダ 

 いくつかのセッションプロバイダを要件により使い分ける 

 ③ 長時間処理の強制切断 

 60 秒間、通信のない接続は強制切断される 

 これらについて解説する 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 ① セッションアフィニティ 

 Windows Azure のロードバランサは、セッションアフィニティをしない 

 各クライアントからのリクエストを各サーバに負荷分散する際、クライアン
トとサーバの紐付けを行わない 

 このため、同一のクライアントからの一連のリクエストが、別のサーバに
よって処理されることがある 

WebRole1 

#0 

10.28.172.65 

(private IP) 

#1 

10.28.21.95 

(private IP) 

ユーザ① 

ユーザ② 

1 回目の HTTP 要求 

2 回目の HTTP 要求 

1 回目の HTTP 要求 

2 回目の HTTP 要求 
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ロ
ー

ド
バ

ラ
ン
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 ① セッションアフィニティ（続き） 

 セッションアフィニティがないロードバランス技術を利用する場合、ア
プリケーション側では以下のような対処が必要になる 

 A. セッション情報の外部保持 

 B. 仕掛データの外部保持 

 C. サーバで利用する暗号化鍵の統一 

WebRole1 

ユーザ① 

ユーザ② 

1 回目の HTTP 要求 

2 回目の HTTP 要求 

1 回目の HTTP 要求 

2 回目の HTTP 要求 

MCS.Japan.CloudSystem 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

ユーザ① 

セッション情報 

ユーザ② 

セッション情報 

B. ローカルストレージなどを
使って仕掛データを残すことは
しない（外部サーバに保持） 

C. 各サーバで利用す
る暗号化鍵を揃える 

A. セッション情報を
外部のサーバに出す 

特に 

重要！ 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 ① セッションアフィニティ（続き） 

 具体的には、実装上、以下のような点に注意することになる 

 A. セッション情報の外部保持 

 メモリ内にセッション情報を保持してはならない（既定はメモリ内） 

 ただし、Azure 環境で利用可能なセッションプロバイダには制限があるため
注意が必要（→ ②にて解説） 

 B. 仕掛データの外部保持 

 動的に画像データや PDF ファイルなどを生成する場合には、外部ストレー
ジ（例えば Windows Azure ストレージなど）に保存する必要がある 

 例） ASP.NET Chart コントロールを利用する場合、IChartStorageHandler 

の実装が必要になる 

 C. サーバで利用する暗号化鍵の統一 

 machineKey 設定や各種の暗号化鍵は、サーバ間で統一する必要がある 

 machineKey については、Visual Studio 利用時には自動的に設定される
が、一般的な暗号化鍵については自力でのハンドリングが必要 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 ① セッションアフィニティ（続き） 

 （注意） セッションアフィニティは、本来、使うべきではないものである 

 セッションアフィニティがない場合には前述のような各種の対応が必要に
なるため面倒だが、これは本来的に行うべきものである 

 セッションアフィニティなしへの対応は、結果的にサーバ障害時のフェイ
ルオーバへの対応にもなるため、必ず行うべきものである 

WebRole1 

ユーザ① 

ユーザ② 

1 回目の HTTP 要求 

2 回目の HTTP 要求 

1 回目の HTTP 要求 

2 回目の HTTP 要求 

MCS.Japan.CloudSystem 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

ユーザ① 

セッション情報 

ユーザ② 

セッション情報 

セッションデータを外部に保持して
おけば、サーバがフェイルオーバ
しても問題なく処理を進めること
ができる！ 

フェイル 

オーバ 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 ① セッションアフィニティ（続き） 

 （参考） どうしてもセッションアフィニティが必要になる場合について 

 従来の classic ASP アプリケーションなど、セッションアフィニティがどう
しても必要となる場合は、Azure 上にリバースプロキシを作るとよい 

 リバースプロキシは自力で作り込むか、ARR（Applicatoin Request 

Routing）モジュールを利用して作り込む 

リバースプロキシ用 

WebRole 

ユーザ① 

ユーザ② 

1 回目の HTTP 要求 

2 回目の HTTP 要求 

1 回目の HTTP 要求 

2 回目の HTTP 要求 

MCS.Japan.CloudSystem 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン
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WebRole1 

ユーザ① 

セッション情報 

ユーザ② 

セッション情報 

特定のユーザの 

リクエストが 

特定のサーバに 

行くように振り分け 

※ （注意） この方式は、通常の ASP.NET アプリケーションなど

では使わないこと（構成が複雑になる、利用するサーバ台数が
増える、負荷の偏りが発生しないように構成する必要がある、
サーバフェイルオーバに対応できないなどの問題があるため） 

※ （参考） 自力作りこみのサンプルコードは以下を参照 

http://dunnry.com/blog/2010/10/14/StickyHTTPSessionRouti

ngInWindowsAzure.aspx 

http://code.msdn.microsoft.com/stickyrouter 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 ② ASP.NET セッションプロバイダ 

 前述したように、Azure 環境ではセッションデータを外部保持する必
要があるが、通常の ASP.NET セッションプロバイダが利用できない 

 ASP.NET 標準の SQL Server 用セッションプロバイダは、SQL Azure 

では（そのままでは）利用できない 

 このため、利用するストレージやプロバイダについての検討が必要 

WebRole1 

ユーザ① 

ユーザ② 

1 回目の HTTP 要求 

2 回目の HTTP 要求 

1 回目の HTTP 要求 

2 回目の HTTP 要求 

MCS.Japan.CloudSystem 
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ド
バ

ラ
ン
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ユーザ① 

セッション情報 

ユーザ② 

セッション情報 

セッションデータの 

格納先 

利用する 

ストレージは？ 
利用する 

プロバイダは？ 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 ② ASP.NET セッションプロバイダ（続き） 

 Azure 環境で利用できる主なストレージとプロバイダは以下の通り 

 A. SQL Azure データベース（← 現時点でのお奨め） 

 ASP.NET 標準のセッションプロバイダは利用不可 

 このため、自力でセッションプロバイダを作り込む必要があるが、現時点で
は最も手堅い方法である 

 B. Windows Azure ストレージ（← サンプルでよく出てくるが非推奨） 

 MSDN Code Gallery で提供されているもので、最もよく引き合いに出てくる 

 しかし、内部実装上の様々な問題があるため、運用環境での利用に関して
は推奨できない 

 C. Windows Azure AppFabric Caching（← 将来的な推奨） 

 メモリキャッシング技術である Windows Azure AppFabric Caching を利用
してセッションデータを保持する手法 

 Azure 上での標準手法となる予定だが、現時点ではサービスとして CTP 版
であるという難点がある 

p.168 

利用する
ストレージ 

利用するプロバイ
ダ 

概要 問題点・課題 推奨
度 

SQL 
Azure 
データ
ベース 

ASP.NET 標準の
セッションプロバイ
ダ 

・ASP.NET 標準のセッションプロバイダを SqlServer モー
ドで利用する。 
・ただし、標準のセッションデータベース作成用スクリプト
が SQL Azure に対して利用できない。 
・このため、セッションデータベースの作成用スクリプトは、
別途以下のアドレス（SQL Azure Team Blog）から入手す
る。 
"Using SQL Azure for Session State" 
http://blogs.msdn.com/b/sqlazure/archive/2010/08/04/
10046103.aspx 

・タイムアウトしたセッション情
報を定期的に削除するための
処理を作り込む必要がある。 
・この際、既存の ASP.NET の
セッションプロバイダのコード
を修正できないため、やや
コードがいびつになる。 

△ 

自作のセッションプ
ロバイダ 

・Access mdb をストレージとして利用するセッションデータ
ベースのサンプルコードを、SQL Azure 用に書き換えて使
う。 
"Sample Session-State Store Provider" 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178588.aspx 
・主に、データアクセスのライブラリの変更、パラメタライズ
ドクエリの修正などを行うことで、SQL Azure で利用するこ
とができるようになる。 

・タイムアウトしたセッション情
報を定期的に削除するための
処理を作り込む必要がある。 

○ 

Windows 
Azure スト
レージ 

MSDN Code 
Gallery のセッショ
ンプロバイダ 

・MSDN Code Gallery で提供されている、セッションプロバ
イダのサンプルコードを利用する。 
"Windows Azure Code Samples - AspProviers Sample" 
http://code.msdn.microsoft.com/windowsazuresamples 
・これをアプリケーションに組み込むことで、Windows 
Azure ストレージサービスにセッションデータを保存するこ
とができる。 

・セッション情報が自動的には
削除されない。 
・Azure テーブルストレージや 
Blob ストレージを利用するた
め、性能的に遅い。 
・タイムアウトしたセッション情
報を定期的に削除するための
処理を作り込む必要がある。 

× 

Windows 
Azure 
AppFabric 
Caching 

AppFabric Caching 
に添付されている
標準のプロバイダ 

・Windows Azure AppFabric Caching（メモリキャッシュサー
バ）のサービスを使い、そこにセッションデータを保存する。 
・Windows Azure が標準で提供しようとしているセッション
サービスであるため、これが本命となる。 

・現時点では CTP。 
・本番時にどの程度のコストと
なるのかが今のところ発表さ
れていない。 

○ 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 ② ASP.NET セッションプロバイダ（続き） 

 （参考） Windows Azure AppFabric Caching によるセッション保存 

 AppFabric キャッシングとは、Azure コンピュートサービスとは別に作ら
れた、メモリキャッシュサーバ群である 

 内部的には複数の物理ノードでデータを複製保持する 

 このため、物理的にマシンがクラッシュしても、メモリデータが損失しない 

 現状、South Central US のみでしか使えないことに注意する 

 サービスの利用料金は無料だが、in/out のトラフィック課金が発生、しかも
遠い → 実運用で利用することは厳しいことに注意 
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10.28.21.95 
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ロード 

バランス 

AppFabric キャッシング 

ユーザ① 

セッション情報 

ユーザ② 

セッション情報 

ユーザ③ 

セッション情報 

ユーザ④ 

セッション情報 

※ 現時点では利用に関して様々な制約がある 

 ・サイズが 256MB （今後、増える予定） 

 ・課金体系・課金額が未定 

 ・運用目的での利用は負荷 

 ・US のデータセンタのみ（South Central）で 

  のみ利用可能（＝トラフィック課金がかかる） 

 ・レプリカは 1 つのみ（技術的には複数ノード 

  でのレプリカ保持が可能） 

 ・現時点では SLA 規定がない 

 ・CTP 時点では、キャッシュ期間設定によらず 

  高負荷時にデータが削除される場合がある 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 ② ASP.NET セッションプロバイダ（続き） 

 （参考） Windows Azure AppFabric Caching の具体的な使い方 

 i. サービスのアクティベーション 

 https://portal.appfabriclabs.com/ からサービスを有効化 

 "New Namespace" からサービスを作成する 

 ii. SDK の入手（CTP） 

 ポータルサイトの "Help and Resources" から最新の SDK を入手 

 iii. 参照設定 

 C:\Program Files\Windows Azure AppFa 

bric SDK\V2.0\Assemblies\Cache 下の  

DLL をすべて参照設定 

 iv. 構成設定データの入手 

 "View Client Configuration" から必要な構成 

設定値を入手し、web.config にコピーする 

 → 次ページ参照 

※ 一般的な AppFabric Caching の使い方については以下を参照 

http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/gg983488.aspx 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
  <configSections> 
    <section name="dataCacheClient" type="Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheClientSection, 
Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core" 
        allowLocation="true" allowDefinition="Everywhere"/> 
  </configSections> 
  <dataCacheClient deployment="Simple"> 
    <hosts> 
      <host name="nakama-caching.cache.appfabriclabs.com" cachePort="22233" /> 
    </hosts> 
    <securityProperties mode="Message"> 
      <messageSecurity 
          authorizationInfo="YWNzOm...MuY29t"> 
      </messageSecurity> 
    </securityProperties> 
  </dataCacheClient> 
  <system.web> 
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0" /> 
    <sessionState mode="Custom" customProvider="AppFabricCacheSessionStoreProvider"> 
      <providers> 
        <add name="AppFabricCacheSessionStoreProvider" 
                type="Microsoft.Web.DistributedCache.DistributedCacheSessionStateStoreProvider, 
Microsoft.Web.DistributedCache" 
                cacheName="default" 
                useBlobMode="false" /> 
      </providers> 
    </sessionState> 
  </system.web> 
</configuration> 
 
 

web.config 

Windows Azure AppFabric Caching 

を使うセッションプロバイダの登録 

Windows Azure AppFabric Caching 

の利用に関する設定 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 ③ 長時間処理の強制切断 

 重要！ Azure のロードバランサは、60sec の間、通信のないコネク
ションを強制切断する仕様になっている 

 Azure 環境のロードバランサにとって、接続は貴重なリソース 

 このため、60sec 以上、通信のない接続については強制切断する仕様
になっている（現状ではこのタイムアウト時間を変更することはできない） 

 このことは、Azure 環境では長時間処理を行う Web ページを作れな
いということを意味する 

MCS.Japan.CloudSystem 

WebRole1 

60sec 

無応答 

強制的に 

切断する 

長時間処理を行う 

Web ページ 

（例： PDF 生成処
理など） 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 ③ 長時間処理の強制切断（続き） 

 これについては、以下のように考える必要がある 

 そもそも Web では、長時間を要する Web ページを作るべきではない 

 Web サーバが 60 sec も応答を返さない（無応答になってしまう）ようなペー
ジは、極めてユーザビリティが悪い 

 多くの Web サーバは、長時間処理を行えるようには内部設計されていない
（数秒程度の短時間処理を効率的に捌けるように設計） 

 このため、長時間を要する Web の処理については、キュー型トランザク
ションの形での設計を行う必要がある 

 既存アプリの移行では、設計変更が必要 

BC DAC 

Tx 

Web ロール 

サーバ 

DB サーバ 

ブラウザ UI 

クライアント 

投入 

リスナー 

アプリケーション 

キューに書き込んだ時点で 

さっさと応答を返す 

ASP.NET 

サーバ側 

キュー 

キューからデータを 

取り出して逐次処理 
Worker ロール 

サーバ 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－2. ロードバランサの特徴 

 Azure のロードバランサに関するまとめ 

 ① セッションアフィニティ 

 Azure のロードバランサはセッションアフィニティをサポートしない 

 このため、セッション情報は外部サーバに分離して保持する必要がある 

 ② ASP.NET セッションプロバイダ 

 いくつかのセッションプロバイダを要件により使い分ける 

 現状では、SQL Azure をストレージとして利用し、独自のカスタムプロバ
イダを用意する方法がよい 

 将来的には、Windows Azure AppFabric Caching を利用する 

 ③ 長時間処理の強制切断 

 60 秒間、通信のない接続は強制切断される 

 このため、長時間処理を行う Web ページについては、設計の見直しが
必要 

 引き続き、スタートアップ処理について解説する 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－3. スタートアップ処理 

 Windows Azure 環境では、ロールインスタンス起動時に 2 

つの方法で初期化処理を組み込むことができる 

 ① OnStart() メソッド 

 RoleEntryPoint クラスの派生クラスをアプリケーションに組み込む方式 

 ② スタートアップコマンド 

 コマンドラインからの処理を組み込む方式 

 

 これらについて解説する 

 

p.176 

Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－3. スタートアップ処理 

 ① OnStart() メソッド 

 Web アプリケーション内に RoleEntryPoint クラ 

スの派生クラスを作り、OnStart() メソッドを記述 

 クラス名は自由だが、"WebRole.cs" などを利用 

することが多い 

 このようにすると、当該 Web ロールインスタンス 

起動時に、このメソッドが自動的に呼び出される 

追加！ 

public class WebRole : RoleEntryPoint 
{ 
    public override bool OnStart() 
    { 
        // ここに初期化処理を書く 
        // ... 
        return base.OnStart(); 
    } 
} 

C# 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－3. スタートアップ処理 

 ② スタートアップコマンド 

 アプリケーション内にバッチファイルを置き、こ 

れをサービス定義ファイル内で指定する 

 これにより、アプリケーション起動前にバッチ処 

理を実行することができるようになる 

追加し、さら
に「常にコ
ピー」を設定 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ServiceDefinition name="WindowsAzureProject1" ... > 
  <WebRole name="WebApplication1"> 
    ... 
    <Runtime> 
      <Environment> 
        <Variable name="MyEnvironmentVariable" value="MyVariableValue" /> 
      </Environment> 
    </Runtime> 
    <Startup> 
      <Task commandLine="Startup.cmd" executionContext="limited" taskType="simple" /> 
    </Startup> 
  </WebRole> 
</ServiceDefinition> 

ServiceDefinition.csdef 

Simple : 同期型でスタートアップタスクを実施 

Background : 非同期型でスタートアップタスク
を実施、エラーが起こってもそのままロールイ
ンスタンスは動き続ける 

Foreground : 非同期型でスタートアップタスク
を実施、エラーが起こった場合にはロールイン
スタンスが停止する 

昇格特権動作を
指定（後述） 

※（注意・参考） 

・Startup.cmd ファイルの先頭
にゴミデータがついているとう
まく動作しないため注意する
（Visual Studioからテキスト
ファイルを作ったり、メモ帳な
どを使ったりすると、先頭にゴ
ミデータがつくことがある） 

・コマンドラインからtypeコマン
ドで確認してみるとわかる。 

・これを避けるには、例えばコ
マンドラインから以下のように
してファイルを作るとよい 

echo start /w pkgmgr /iu:IIS-

ASP > startup.cmd 

・実際の動作時は、\bin 下に
ファイルがコピーされて動作 

（注意） ビルドアクションは「なし」を選
択（コンテンツを選択しないこと） 

p.178 

Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－3. スタートアップ処理 

 これらの初期化処理は、以下のような流れで行われる 

 Initializing : サーバのセットアップ処理 

 新しい仮想マシンが作成され、mini-setup 処理の後、再起動 

 Busy : スタートアップタスク、OnStart() メソッドの処理 

 サーバ再起動後、自動起動になって 

いる一連のサービスが起動してくる 

 この後、スタートアップタスクと OnSt 

art() メソッドが実行される 

 この間（＝Busy 状態の間）、ロードバ 

ランサからは切り離されている 

 Ready : ワーカプロセスによる処理 

 OnStart() 終了後、ロードバランサに 

組み込まれ、Ready 状態となる 

 ワーカプロセスにリクエストがルーティ 

ングされてくるようになる 

OnStop() 

Run() 

OnStart() 

OnStart() 

呼び出し 

In
itia

liz
in

g
 

B
u

s
y
 

R
e
a

d
y
 

B
u

s
y
 

Run() 

呼び出し 

OnStop() 

呼び出し 

リ
ク

エ
ス

ト
が

 

ル
ー

テ
ィ

ン
グ

さ
れ

る
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－3. スタートアップ処理 

 （参考） 昇格特権（Elevated Priviledge）について 

 これらのスタートアップ処理は、昇格特権機能を使うと管理者権限で
動作させることができる 

 既定では制限アカウントで動作するが、以下の指定により管理者動作 

 この機能を使うことにより、以下のようなことを行うことが多い 

 フォルダの ACL 変更、各種ランタイムやパッケージのインストール、
ワーカプロセスの動作ビット数変更、COM インストール、etc... 

 極めて有用性が高いため、Module 8 にて詳細に解説する 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ServiceDefinition name="WindowsAzureProject1" ... > 
  <WebRole name="WebApplication1"> 
    ... 
    <Runtime executionContext="elevated" /> 
    <Startup> 
      <Task commandLine="Startup.cmd" executionContext="elevated" taskType="simple" /> 
    </Startup> 
  </WebRole> 
</ServiceDefinition> 

ServiceDefinition.csdef 

スタートアップコマンドを管
理者権限で動作させる 

.OnStart() メソッド（が動作するプロセ
ス）を管理者権限で動作させる 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－3. スタートアップ処理 

 （参考） スタートアップ処理のプロセス構成について 

 Web ロール（Full IIS モード）では、以下のようなプロセス構成でス
タートアップ処理が動作する 

 まず、WaIISHost.exe が起動して初期化処理を実施 

 その後、w3wp.exe が起動して、実際のアプリケーション処理が進む 

 .OnStart() 処理中はワーカプロセス w3wp.exe がまだ起動していないた
め、web.config や applicationHost.config などを書き換えることも可能 

 WaIISHost.exe 

（初期化処理用プロセス） 

w3wp.exe 

（ワーカプロセス） 

制限アカウント （NETWORK SERVICE） 

※ 昇格特権時でも動作アカウントは変わらない 

制限アカウント（NETWORK SERVICE） 

※ 昇格特権時は Local System 

WebApplication1.dll 

WebApplication1.dll 

Web アプリケーションの 

ページファイル 

・ RoleEntryPoint.OnStart() 処理 

・ RoleEntryPoint.OnStop() 処理 

・ RoleEnvironment.StatusCheck イベント 

・ global.asax ファイル中のイベント処理 

 Application_Start() メソッド 

 Application_End() メソッド、etc... 

まず最初に起動
して初期化処理
を実施 

初期化処理終了
後に w3wp.exe 

が起動する 

（参考） ここでは深入りしないが、実際のアプリケーショ
ンで初期化処理を記述する場合は、その処理がどこの
プロセスで動作しているのかをよく考える必要がある 

例） WAD をアプリケーションコードで起動する場合 

また、WaIISHost.exe 内で構成設定データを使いたい
場合には、web.config ファイルではなく、
WaIISHost.exe.config ファイルを使う必要がある（利用
する場合はコンテンツコピーフラグを立てること） 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－3. スタートアップ処理 

 （参考） スタートアップ処理に関して、あまりにも長時間を要
するような処理を記述してはならない 

 目安としては 5 分程度、スタートアップにこれ以上の時間を要する場
合には VM Role の適用を検討する 

 理由 : 15 分以上かかると、Host OS のローリングアップグレード時
にマシンが全面ダウンする恐れがあるため 

 

 詳細については、以下の資料を参照のこと 

 Overview of Windows Azure Host OS Updates 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh543978.aspx 

p.182 

Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 その他、特に知っておくとよいポイントについて解説する 

 ① メール送信処理 

 送信元にこだわりがなければ Office 365 連携をするのがラク 

 ② 構成設定データの保有方法 

 実行時に設定を変えたい場合は、サービス構成設定ファイルを利用 

 ③ （参考） Azure 上での SSL の利用 

 *.cloudapp.net への SSL 証明書の発行はしていない 

 ④ （参考） Azure 上での構成設定データの暗号化 

 通常の方法が利用できないため、特殊な暗号化プロバイダを使う 

 ⑤ （参考） Azure 上でのデータ暗号化処理 

 DPAPI が利用できないため、自力での作り込みが必要 

 ⑥ （参考） Azure 上での CAS （Code Access Security） 

 通常は Full Trust を利用すればよい 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ① メール送信処理 

 Azure コンピュートサービスから直接メールを送信することは、基本
的にはできないと考えたほうがよい 

 送信処理自体は可能だが、通常のメールサーバは、Azure 環境から送
信されたメールを成りすましメールとみなして着信拒否する 

 ① 逆引き DNS がうまくいかない 

 ② IP アドレスがブラックリスト登録されている可能性がある 

 このため、メール送信処理をアプリケーションに組み込む場合には、
送信元メールアドレスに対応する SMTP サーバへの接続が必要 

（参考）http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2010/10/08/adoption-

program-insights-sending-emails-from-windows-azure-part-1-of-2.aspx 

Web Role 

サーバ 

Azure 環境 

hotmail.com 

メールボックス 

hogehoge 

@hotmail.com 

From : admin@ms.com 

To : hogehoge@hotmail.com 

ms.com 

メールサーバ 

メール送信依頼 

（SMTP など） 
From : admin@ms.com 

To : hogehoge@hotmail.com 

着信拒否 

（なりすまし） 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ① メール送信処理（続き） 

 送信元メールアドレスにこだわりがなければ、Office 365 （BPOS） 

Exchange Online からのメール送信を行うのがラク（安価なため） 

 具体的なやり方は以下のとおり 

 Exchange Online をセットアップし、ユーザアカウントを作成 

 azureadmin@nakama.apac.microsoftonline.com （Office 365 アカウント） 

 System.Net.Mail.MailMessage クラスを利用してメールを送信 

 認証機能つき SMTP （ポート 587 / SSL）を使ってメールを送信 

 送信元のユーザアドレスは Office 365 のアカウントになるが、任意の送信
先にメール可能 

 

Web Role 

サーバ 

Exchange Online 

（Standard） 
SMTP 

（認証つき） 

SMTP 

メール送信 

nakama@microsoft.com 

From : azureadmin@nakama. 

apac.microsoftonline.com 

To : nakama@microsoft.com 

microsoft.com 

メールサーバ 

POP3 など 

From : azureadmin@nakama. 

apac.microsoftonline.com 

To : nakama@microsoft.com 

Azure 環境 Office 365 環境 メール送信先企業 

※ Office 365 に関する注意点 

 Office 365 Standard にはメールの流量制限（送信数など）が 

 あるため、事前に最新情報を確認した上で利用すること 
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string smtpaddress = "smtp.mail.apac.microsoftonline.com"; 
string fromAddress = "azureadmin@nakama.apac.microsoftonline.com"; 
string toAddress = TextBox3.Text; // 例 : nakama@microsoft.com 
string title = TextBox4.Text;     // 例 : Sample Mail Title 
string body = TextBox5.Text;      // 例 : Sample Mail Body 
string smtpUser = "azureadmin@nakama.apac.microsoftonline.com"; 
string smtpPassword = "MyPassword"; 
 
MailMessage mail = new MailMessage(); 
mail.From = new MailAddress(fromAddress); 
mail.To.Add(toAddress); 
mail.Subject = title; 
mail.Body = body; 
SmtpClient smtp = new SmtpClient(smtpaddress); 
smtp.Port = 587; 
smtp.Credentials = new NetworkCredential(smtpUser, smtpPassword); 
smtp.EnableSsl = true; 
 
try 
{ 
    smtp.Send(mail); 
} 
catch (Exception ex) 
{ 
    Label1.Text = ex.ToString(); 
    return; 
} 
Label1.Text = "メールを送信しました。"; 
 

C# 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ② 構成設定データの保有方法 

 Azure コンピュートサービスの環境では、web.config ファイルを運用
中に書き換えることはできない 

 いったん各仮想マシンにアプリケーションを配置してしまうと、アプリケー
ションを修正することはできなくなる 

 （注意） リモートデスクトップで各マシンに入って修正する方法は NG 

 このため、運用中に変更したい構成設定値がある場合には、
web.config ファイルではなく、サービス構成設定ファイルに記述する 

 具体的なやり方 → 次ページ 

Azure 

ポータル 

アップ 

ロード 

ファブリック 

コントローラ 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ C の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ E の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

Windows Azure コンピュートサービス 

ユーザ A 

アプリ 

パッケージ 

（.cspkg） 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

いったん配置してしま
うと、個別に書き換え
ることはできない 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ② 構成設定データの保有方法（続き） 

 ロールの設定画面から設定項目を 

追加すると、実際の値がサービス 

構成設定ファイルに保存される 

 これをアプリから読み出して使う 

<?xml version="1.0"?> 
<ServiceConfiguration serviceName="WindowsAzureProject1" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceConfiguration"> 
  <Role name="WebApplication1"> 
    <Instances count="1" /> 
    <ConfigurationSettings> 
      <Setting name="DiagnosticsConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true" /> 
      <Setting name="DataConnectionString" value="Default.....................................GMGw==" /> 
      <Setting name="WebForm1.aspx.MaxFindAuthors" value="50" /> 
    </ConfigurationSettings> 
  </Role> 
</ServiceConfiguration> 

.cscfg ファイル 

アプリケーションの動
作設定に関する項目を
ロールの設定画面から
追加する 

string value = RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue("WebForm1.aspx.MaxFindAuthors"); 

C# 

データ 

取得 

サービス構成設定ファイル（ServiceConfiguration.cscfg） 

実際のデータはサービ
ス構成設定ファイルに
保存される 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ② 構成設定データの保有方法（続き） 

 さらに、OnStart() メソッド内に、サービス構成設定ファイルを変更し
た際に、ロールインスタンスをリスタートする設定を加える 

 サービス構成設定ファイル（.cscfg）の変更には、以下の 2 タイプがある 

 トポロジ変更（例：インスタンス数の増減など） 

 構成設定値の変更 

 構成設定値が変更された場合には、ロールインスタンスを再起動し、新
しい設定値を取り込むようにする必要がある 

public override bool OnStart() 
{ 
    RoleEnvironment.Changing += ((sender, e) => 
    { 
        if (e.Changes.Any(change => change is RoleEnvironmentConfigurationSettingChange)) // 設定変更時に 
        { 
            e.Cancel = true; // ロールインスタンスをリスタート 
        } 
    }); 
    return base.OnStart(); 
} 

C# 

※ サービス構成設定ファイルのみをオ
ンライン時間帯中に変更する予定がな
ければ、この処理を組み込む必要はな
い 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ② 構成設定データの保有方法（続き） 

 （注意＆参考） 構成設定データをサービス構成設定ファイルに切り出
す場合には、その目的を明確にした上で行うようにする 

 構成設定データをサービス構成設定ファイルに切り出す理由は 2 つ 

 A. オンライン時間帯中に動的に変更するため 

 B. 環境切り替えを容易にするため 

 A. の目的でこの機能を使うのは、望ましくないことが多い 

 運用環境でサービス構成設定ファイルを直接書き換えるのは、イレギュラー
運用に相当するため 

 このような場合は、新しい構成設定値を持つアプリケーションパッケージを作
り直し、再配置を行うべきである 

 B. の目的でこの機能を使う場合には、やや注意が必要 

 例えば接続文字列データなどは、通常、web.config ファイルに記述される 

 サービス構成設定ファイルに接続文字列データを保持するように修正すると、
コードの全面的な変更が必要になってしまう 

 このような場合は、サービス構成設定ファイルの内容を、スタートアップ処理
で web.config ファイルに反映させるようにすればよい（→ Module 8） 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ③ （参考） Azure 上での SSL の利用 

 Azure 環境でも SSL を利用することはできるが、制限事項がある 

 *.cloudapp.net ドメインの SSL 証明書を使うことができない 

 cloudapp.net ドメインはマイクロソフトが管理しているドメイン 

 このような場合、認証局（Verisign など）に対して、マイクロソフトから提供さ
れる CSR （Certificate Signing Request）を提出する必要がある 

 しかし、マイクロソフトでは CSR の発行を行っていない 

 このため、CNAME レコードを併用した SSL 証明書の利用が必要 

 具体例） nakama.cloudapp.net で SSL を使いたい場合 

 ① 独自ドメインを取得し、CNAME レコード登録を行う 

 ② 独自ドメインに対して、SSL 証明書を取得する 

 ③ 取得した SSL 証明書を、Azure 上にセットする 

 

nakama.cloudapp.net hogehoge.com 

Web ロールサーバ DNS サーバ 

host1   IN  A     65.55.21.250 
host2   IN  A     65.55.21.251 
... 
www     IN  CNAME nakama.cloudapp.net 

http://www.hogehoge.com/ 

CNAME レコードの登録により 

*.cloudapp.net 以外の URL で 

アクセス可能になる 

→ この URL に対して SSL を設定 

CNAME による別名登録 

※ Azure の public IP アドレスは変
化する可能性があるため、public IP 

を固定的に指定することはできない 

※（参考） SSL 証明書について 

・証明局によって、ライセンス体系が多様なため、よ
く調べてから購入するとよい 

・サーバ単位のライセンスではなく、サイト単位のラ
イセンス、利用時間に基づくライセンスなどがある 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ③ （参考） Azure 上での SSL の利用（続き） 

 テスト目的で SSL 証明書が必要な場合には、自己発行証明書を使
うとよい 

 Step 1. コマンドラインから自己発行証明書を作成する 

■ 証明書の作成方法 
 
・以下の作業は管理者として開いた Visual Studio コマンドプロンプトから実行する 
・makecert コマンド時に、複数回パスワードを聞かれるため、適切なパスワードを指定 
・指定したパスワードを、pvk2pfx コマンド利用時及び証明書アップロード時に指定する 
 
C:\temp>makecert -r -pe -n "CN=azurehelloworldsample.cloudapp.net" -sky 1 "azuressl.cer" -sv "azuressl.pvk" -ss My 
Succeeded 
 
C:\temp>pvk2pfx -pvk "azuressl.pvk" -spc "azuressl.cer" -pfx "azuressl.pfx" -pi "p&ssw0rd" 
 
・上記作業により 3 つのファイルが作成 
 azuressl.cer → 自己発行証明書のみが含まれるファイル 
 azuressl.pfx → 自己発行証明書と対応する秘密鍵が含まれるファイル（パスワードつき, PKCS#12 形式） 
 azuressl.pvk → 自己発行証明書と対応する秘密鍵が含まれるファイル（パスワードつき, PKCS#7 形式） 
・それぞれの用途は以下の通り 
 azuressl.pfx → Azure 環境にアップロードして、サーバ証明書として使う 
 azuressl.cer → ローカルマシンのルートストアに入れると、HTTPS 指定時に証明書エラーが出なくなる 
         （※ 通常は行うべきではないが、テスト時には警告メッセージが出なくなるため便利。） 

コマンドライン 

http://blogs.msdn.com/b/jmeier/archive/2010/06/16/how-to-enable-ssl-on-windows-azure.aspx 

p.192 

Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ③ （参考） Azure 上での SSL の利用（続き） 

 Step 2. ポータルサイトへの証明書のアップロード 

 *.pfx ファイルをアップロードする 

 証明書を登録する場所が 2 箇所あるため注意する 

 アップロード後、ポータルサイトから Thumbprint （拇 

印）を確認しておく 

Service Management 

API 用の証明書を登
録する場所（*.cer ファ
イルを登録） 

HTTPS 用の SSL 証
明書など、アプリケー
ションで利用する証明
書を登録する（*.pfx 

ファイルを登録） 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ③ （参考） Azure 上での SSL の利用（続き） 

 Step 3. エンドポイント構成の変更 

 Certificates タブから、登録した証明書を LocalMachine\My に展開する
ことを指定する 

 エンドポイント（通信の入り口）として、HTTPS 443 を追加する 

ポータルからアップロードした証明書を
各インスタンスのどこに展開するかを
指定（HTTPS で利用する場合には、
LocalMachine\My ストアに展開） 

HTTPS エンドポイントを追加する 

※ 通常、HTTPS は 443 ポートを利用 

※ HTTP でのアクセスを禁止したい場合には、
HTTP エンドポイントを削ること 

HTTPS でのアクセスが可能になる 

（※ .cer 証明書をルート証明書としてイ
ンストールしていないと、証明書エラー
による警告が表示される） 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ④ （参考） Azure 上での構成設定データの暗号化 

 Azure 上で web.config ファイルの設定を暗号化したい場合、標準の 

aspnet_regiis ツールを利用するのは困難 

 aspnet_regiis は、標準では RSA または DPAPI を利用する 

 しかし、Azure 環境では、これらのキーストアへキーペアを配置すること
が容易ではない or できない 

 既定ではそうしたインストール機能が用意されていないため 

 また、DPAPI の場合には権限上の問題もある 

 このため、より簡単な方法としては、サーバ証明書を用いて構成設定
ファイルを暗号化する方法が考えられる 

 Pkcs12 Protected Configuration Provider サンプルコード 

 サーバ証明書により構成設定ファイルを暗号化するもの 

 http://code.msdn.microsoft.com/pkcs12protectedconfg 

 オフィシャルなサポートはないが、これを利用する方法が考えられる 

 おおまかな作業の流れ図 → 次ページ参照 

※ 通常のシステムではここまでやる必

要はないことが多い（極めて高いセキュ
リティが要求されるシステムに限って検
討すればよい） 
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暗号化作業サーバ 

秘密鍵 公開鍵 

証明書 

IIS 公開フォルダ 

/WebAppA 

*.aspx 

*.asmx 

web.config 

運用サーバ 

配布用ファイル群 

*.aspx 

*.asmx 

web.config （暗号化済み） 

Azure ポータル 

サイトへの登録 

web.config  

ファイルの修正 

web.config  

ファイルの暗号化 

 暗号化のための 

証明書の作成 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ C の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ E の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

Windows Azure コンピュートサービス 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

パッケージング 

＆ 展開 

証明書の展開 

（プロビジョニング） 
アプリと証明書が 

展開される 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
  <connectionStrings> 
    <add name="EncryptionKey" connectionString="Nwph5Hl2mkui3ldo3kdllskejsadkelcewyHpUjX3E4=" /> 
    <add name="encryptedpubs" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString="Server=tcp: 
              ji3ldsijk3.database.windows.net;Database=encryptedpubs;User ID=nakama@ji3ldsijk3; 
              Password=p&amp;ssw0rd;Trusted_Connection=False;Encrypt=True;" /> 
  </connectionStrings> 
</configuration> 

web.config 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
  <configProtectedData> 
    <providers> 
      <add name="CustomProvider" thumbprint="2B268ECF2E13B790D1E3E406AB82F5BE1A2F7875" 
           type="Pkcs12ProtectedConfigurationProvider.Pkcs12ProtectedConfigurationProvider, 
PKCS12ProtectedConfigurationProvider, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=34da007ac91f901d"/> 
    </providers> 
  </configProtectedData> 
  <connectionStrings configProtectionProvider="CustomProvider"> 
    <EncryptedData Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element" 
      xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
      <EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes192-cbc" /> 
      <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
        <EncryptedKey xmlns="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
          <EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5" /> 
          <KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
            <KeyName>rsaKey</KeyName> 
          </KeyInfo> 
          <CipherData> 
            <CipherValue>h+KNMIVzEG+3Dg4Q......upDFARCyZUdJX5Gq4FJ+DkyculJKbhd/U=</CipherValue> 
          </CipherData> 
        </EncryptedKey> 
      </KeyInfo> 
      <CipherData> ... </CipherData> 
    </EncryptedData> 
  </connectionStrings> 
</configuration> 

web.config 
証明書で 

暗号化 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ⑤ （参考） Azure 上でのデータ暗号化処理について 

 SQL Azure や Azure Storage は、現在のところ、透過的なデータ暗
号化機能を備えていない 

 透過的データ暗号化 ＝ アプリから見ると何もしていないが、物理 HDD 

上には、暗号化された状態でデータが格納されている 

 SQL Server 2008 R2 ではサポートされているが、現在の SQL Azure 

ではこの機能はサポートされていない 

 このため、媒体上に暗号化された状態でデータを記録したい場合に
は、アプリケーションで暗号化処理をする必要がある 

Windows Azure 

コンピュート 
TCP/IP 

（TDS） 

Azure 

ストレージ HTTP 

REST 

自力で 

暗号化 

を実施 

SQL 

Azure 

暗号化された 

状態でデータを 

保存したい！ 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ⑤ （参考） Azure 上でのデータ暗号化処理について 

 一般的に、アプリケーション内で暗号化処理を行う場合には、自作の
暗号化ロジックを作るべきではない 

 世の中一般に安全性が保障された暗号化関数を利用するべき 

 例 ： Rijndail（ラインデール）暗号関数など 

 .NET Framework には、マネージドライブラリとしてこれらの暗号化関数が
用意されているため、これを活用すればよい（Azure 上でも利用可） 

 暗号化関数を実際に使う際には、キーの保管方法が問題になる 

 キーが露呈してしまうと、簡単に解読されてしまうため 

 Azure 上で暗号化キーを保存する最も簡単な方法は、web.config 

ファイルに記述した上で、暗号化をする方式 

 まず、アプリケーションで利用する暗号化キーを web.config ファイルの 

connectionStrings セクションなどに保存 

 さらに当該セクションを、 Pkcs12 Protected Configuration Provider な
どにより暗号化するとよい 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 public class EncryptionUtil 
{ 
    // 16 バイトの初期化ベクターは、アプリケーション内に固定的に埋め込むとラク。 
    // （IV と Key とを分散保持することで、Key, AppCode 両方が盗まれないと 
    // クラッキングできないよう、セキュリティ強度を高める。Salt のようなもの。） 
    // 初期化ベクタは、乱数で生成するとよい。以下のコードで簡単に乱数生成できる。 
    // Rijndael SymetricAlgorithm = RijndaelManaged.Create(); 
    // SymetricAlgorithm.GenerateIV(); 
    // Console.WriteLine(Convert.ToBase64String(SymetricAlgorithm.IV)); 
    private static byte[] _iv = Convert.FromBase64String("gsVqdTi6z71V/n2wcpsUOA=="); 
    private static byte[] _key = null; 
 
    // キーは 256 ビット = 32 バイト、初期化ベクターは 96 ビット = 16 バイト 
    public static void Init(byte[] Key) 
    { 
        _key = Key; 
    } 
 
    public static byte[] Encrypt(byte[] dataBuffer) 
    { 
        MemoryStream InMemory = new MemoryStream(); 
        Rijndael SymetricAlgorithm = RijndaelManaged.Create(); 
        SymetricAlgorithm.Key = _key; 
        SymetricAlgorithm.IV = _iv; 
        CryptoStream EncryptionStream = new CryptoStream(InMemory, SymetricAlgorithm.CreateEncryptor(), 
CryptoStreamMode.Write); 

C# 

ラインデール関数を利
用した、暗号化ユー
ティリティの作成例 

p.200 

 

        EncryptionStream.Write(dataBuffer, 0, dataBuffer.Length); 
        EncryptionStream.Close(); 
        byte[] ReturnBuffer = InMemory.ToArray(); 
        return ReturnBuffer; 
    } 
 
    public static byte[] Decrypt(byte[] dataBuffer) 
    { 
        MemoryStream InMemory = new MemoryStream(); 
        Rijndael SymetricAlgorithm = RijndaelManaged.Create(); 
        SymetricAlgorithm.Key = _key; 
        SymetricAlgorithm.IV = _iv; 
        CryptoStream EncryptionStream = new CryptoStream(InMemory, SymetricAlgorithm.CreateDecryptor(), 
CryptoStreamMode.Write); 
        EncryptionStream.Write(dataBuffer, 0, dataBuffer.Length); 
        EncryptionStream.Close(); 
        byte[] ReturnBuffer = InMemory.ToArray(); 
        return ReturnBuffer; 
    } 
 
    public static string EncryptString(string fromString) 
    { 
        return Convert.ToBase64String(Encrypt(Encoding.Unicode.GetBytes(fromString))); 
    } 
 
    public static string DecryptString(string fromEncryptedString) 
    { 
        return Encoding.Unicode.GetString(Decrypt(Convert.FromBase64String(fromEncryptedString))); 
    } 
} 

C# 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 
public class Global : System.Web.HttpApplication 
{ 
    protected void Application_Start(object sender, EventArgs e) 
    { 
        string key = ConfigurationManager.ConnectionStrings["EncryptionKey"].ConnectionString; 
        EncryptionUtil.Init(Convert.FromBase64String(key)); 
    } 
    ... (以下略) ... 
 

global.asax 

web.config ファイルからキーを取
り出して、ライブラリに設定する 

// 暗号化ライブラリの使い方 
 
string original = "あかま のぶゆき"; 
 
string encrypted = EncryptionUtil.EncryptString(original);   
// あかま のぶゆき → /ju5CeFM47WDpMlUz7UziA39ThGZ4HUf8JvR5dAaT+0= 
 
string decrypted = EncryptionUtil.DecryptString(encrypted);  
// /ju5CeFM47WDpMlUz7UziA39ThGZ4HUf8JvR5dAaT+0= → あかま のぶゆき 

<configuration> 
  <connectionStrings> 
    <add name="EncryptionKey" connectionString="Nwph5Hl2mkui3ldo3kdllskejsadkelcewyHpUjX3E4=" /> 
  </connectionStrings> 
</configuration> 

web.config 

C# 

暗号化キーの保存 

※ ラインデール暗号化関数のキーは 32 バイト 

※ 実際には、これを暗号化してサーバに配置 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ⑥ （参考） Azure 上での CAS （Code Access Security） 

 Azure プラットフォーム上の Web アプリケーションがローカルリソー
スを操作する場合、2 段階で制限がかかる 

 1. CAS （Code Access Security）による CLR レベルでの制限 

 .NET ランタイムが、危険性のある処理をランタイムレベルでブロック 

 2. ACL （Access Control List）による OS レベルでの制限 

 ローカルディスク、レジストリなどには、ACL による制限がかかっており、書
き込み操作の大半はブロックされる 

 CAS 制限をかけることで 

アプリケーションの危険な 

動作を防ぐことが可能に 

なっている 

ハード 

ディスク 

CLR 
レジストリ 

CAS 

CAS 

ACL 

ACL 

NETWORK SERVICE 
アカウント 

OS による 
制限 

CLR による 
制限 

CAS 設定 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ⑥ （参考） Azure 上での CAS （Code Access Security） 

 具体的にかかる主な制約は以下の通り 

 ACL でも制限がかかっているが、CAS は 

より厳しい制約として動作するようになって 

いる 

  CAS ACL 

Azure Partial Trust Full Trust 

イベントログ × ○ ○ 

レジストリ × ○ △（読み取りのみ） 

ディスク読み書き システムフォルダ × ○ △（読み取りのみ） 

アプリケーションフォルダ △（読み取りのみ） ○ △（読み取りのみ） 

ローカルストア ○ ○ ○（読み書き両方） 

OLE DB クライアント × ○ ○ 

印刷 × ○ ○ 

リフレクション API × ○ － 

ソケット通信 △（外部への接続のみ） ○ － 

サブプロセスの起動 × ○（32, 64bit） － 

FastCGI アプリケーションの実行 × ○（32, 64bit） － 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ⑥ （参考） Azure 上での CAS （Code Access Security） 

 この機能は過去の名残とも言えるものなので、現在ではほとんど使
われていない（し、無理に使う必要もない） 

 開発当初の Azure は、極めて高セキュアな環境として設計されていた 

 Azure partial trust の利用必須、昇格特権などの機能もなし 

 .NET Managed コードのみ動作、Unmanaged コードのインストール不可 

 サーバ間の直接通信不可、キューを介した通信のみ、etc... 

 しかし、開発容易性や既存アプリケーションのコードの再利用性などを鑑
みて、この制限が徐々に緩和されていった 

 Step 1. Full Trust の解放 + ACL による制限 

 Step 2. 昇格特権機能の提供 

 Step 3. VM ロールサーバの提供 

 こうした経緯から、現在では以下のように使うことが多い 

 CAS → 基本的には Full Trust を利用し、Partial Trust は使わない 

 ACL → 基本的には制限アカウント動作、必要に応じて昇格特権を利用 

徐々に制限が 

緩和されていく 
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Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－4. その他の注意点 

 ここまでをまとめると、以下のようになる 

 ① メール送信処理 

 送信元にこだわりがなければ Office 365 連携をするのがラク 

 ② 構成設定データの保有方法 

 実行時に設定を変えたい場合は、サービス構成設定ファイルを利用 

 ③ （参考） Azure 上での SSL の利用 

 *.cloudapp.net への SSL 証明書の発行はしていない 

 ④ （参考） Azure 上での構成設定データの暗号化 

 通常の方法が利用できないため、特殊な暗号化プロバイダを使う 

 ⑤ （参考） Azure 上でのデータ暗号化処理 

 DPAPI が利用できないため、自力での作り込みが必要 

 ⑥ （参考） Azure 上での CAS （Code Access Security） 

 通常は Full Trust を利用すればよい 

p.206 

Web ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－まとめ 

 Web ロールサーバに関しては、以下のような注意があること
を意識しながら利用する 

 1. サーバの内部構造 

 ドライブ構成が特殊、ローカルストレージは基本的に使えない、国際化対
応が必要 

 2. ロードバランサの特徴 

 セッションアフィニティ機能はない、ASP.NET セッションプロバイダの適
切な選択が必要、長時間処理は強制切断される 

 3. スタートアップ処理 

 OnStart() メソッドやスタートアップコマンドを使うと、初期化処理を書ける 

 

 引き続き、Worker ロールサーバについて解説する 
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Worker ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

 Worker Role サーバは、当初、バッチ処理用サーバとして用
意されたが、現在では汎用性の高いサーバとして利用できる 

 従来、Worker Role サーバは HTTP や TCP/IP 通信を直接受け付
けることができない仕様になっていた 

 しかし、現在ではエンドポイントを定義することで HTTP や TCP/IP 

通信を受信することが可能になった 

 このため、起動処理の中で WCF ランタイムや ASP.NET ランタイム
を開始する処理を記述すると、AP サーバ化することも可能になった 

 

 しかし、まずは「バッチ処理用サーバ」として理解しておくよい 

 「OLTP 処理用には、Web Role サーバを使う」と考えておくとよい 

 

 ここでは簡単に Worker Role サーバの使い方を解説する 

p.208 

 Worker Role サーバを作成する場合には、エントリポイント
を含んだクラスライブラリプロジェクトを作成する 

 RoleEntryPoint クラスを継承したクラス（こ 

こでは WorkerRole.cs ）に初期化処理を記 

述する 

 OnStart() メソッドに、主にサーバの初期化処 

理を書く 

 Run() メソッドに、実際の業務処理を記述する 

Worker ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－Worker Role サーバの使い方 

public class WorkerRole : RoleEntryPoint { 
    public override void Run() { 
        // ここに Worker Role サーバ上での処理を記述する 
    } 
    public override void OnStart() { 
        // ここには Worker Role サーバの初期化処理を記述する（ロギング開始など） 
    } 
} 

C# 

※ （参考） 正確には、単純なクラスライブラリプロジェクト
ではなく、.csproj ファイル内のプロジェクトプロパティとし
て<RoleType>Worker</RoleType>を持っていることが
条件になっている（が、現状では VS の UI から設定でき
ないため、クラウドサービスプロジェクトの方からワーカ
ロールを追加した方がラク） 
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Worker ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－Worker Role サーバの動作 

 Worker Role サーバが起動すると、ホストプロセスが起動し、
この中でエントリポイントが呼び出される 

 ホストプロセス WaWorkerHost.exe が起動し、ここで処理が動作 

 Run() メソッドは終了してはならない（異常終了とみなされる） 

 

 実際に Worker Role サーバを使う場合には、以下の 2 パ
ターンのどちらかを使う（→ 次ページ参照） 

 ① ホストプロセス内で直接処理を行う（WCF サーバのホストなど） 

 ② Run() メソッドから他のプログラムをサブプロセスとして起動し、そ
こで処理を行わせる（Java のサーバなどを起動するケース） 

p.210 

Worker ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－Worker Role サーバの動作 

 （参考） Worker Role サーバの使い方の例 

Worker Role サーバ 

ホストプロセス 

（WaWorkerHost.exe） 

Azure ランタイム 

Run() 

WCF サービス 

ランタイムなど 

例 1. ホストプロセス内で 

  処理を直接行う場合 
TCP/IP や 

HTTP 通信 

RoleEntryPoint 

派生クラス 

外部 

エンド 

ポイント 

例 2. サブプロセスを起動 

  （Process クラスを使う） 

jre.exe など 

TCP/IP や 

HTTP 通信 外部 

エンド 

ポイント 

※ （参考） 起動するサブプロセスのアプリケーションに関
しては、以下の制限がある 

① 当該アプリケーションの動作に必要なファイルを、すべ
て Worker Role のプロジェクトの中に含められること（＝
パッケージファイルの中にすべてのバイナリファイルや
データファイルを含められること） 

② .exe ファイルの動作時に、特権を必要としないこと（ホ
ストプロセスのサブプロセスとして動作させられること） 
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Worker ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－Worker Role サーバの動作 

 （参考） Worker Role サーバの実装例 

 例1. ホストプロセス内で直接サービスを実施する場合 

public class WorkerRole : RoleEntryPoint 
{ 
    public override void Run() 
    { 
        Trace.TraceInformation("WorkerRole1 エントリポイントが開始しました。"); 
 
        // WCF サービスホストの起動 
        using (ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(WcfService))) 
        { 
            // WCF サービスホストの準備 
            host.AddServiceEndpoint( 
                typeof(WcfService), new BasicHttpBinding(), 
                string.Format("http://{0}/WcfService",  
  RoleEnvironment.CurrentRoleInstance.InstanceEndpoints["Endpoint1"].IPEndpoint)); 
            host.Description.Behaviors.Remove(typeof(ServiceDebugBehavior)); 
            host.Description.Behaviors.Remove(typeof(ServiceMetadataBehavior)); 
            host.Description.Behaviors.Add(new ServiceDebugBehavior { IncludeExceptionDetailInFaults = true }); 
            host.Description.Behaviors.Add(new ServiceMetadataBehavior { 
                HttpGetEnabled = true, 
                HttpGetUrl = new Uri( 
                    string.Format("http://{0}/WcfService/mex", 
                    RoleEnvironment.CurrentRoleInstance.InstanceEndpoints["Endpoint2"].IPEndpoint)) 
            }); 

C# 

※ WCF ランタイムの起動コードでは、
エンドポイント情報を拾う必要がある 

→ 詳細はマルチサーバ構成の項に
て解説 

p.212 

Worker ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－Worker Role サーバの動作 

 
            // サービスホストが障害を起こした場合のためのイベントハンドラの登録 
            host.Faulted += (sender, e) => 
            { 
                Trace.TraceError("サービスホストが障害を起こしました。このロール（サーバ）をリサイクルします。"); 
                RoleEnvironment.RequestRecycle(); 
                host.Abort(); 
            }; 
 
            // WCF ホストのオープン 
            try 
            { 
                host.Open(); 
            } 
            catch (TimeoutException te) 
            { 
                Trace.TraceError("サービスがタイムアウトにより開始できませんでした。"); 
                Trace.TraceError(te.ToString()); 
                throw; 
            } 
            catch (CommunicationException ce) 
            { 
                Trace.TraceError("サービスが通信例外により開始できませんでした。"); 
                Trace.TraceError(ce.ToString()); 
                throw; 
            } 
 
            Trace.TraceInformation("WCF サービスを起動しました。"); 
 

C# 

Azure ランタイム 

Run() 

ServiceHost クラス 

Open() 

WCF のサービスホストが障害を起こ
した場合、そのままでは Run() メソッド
側が気付くことができないため、エラー
イベントハンドラを登録して通知しても
らうようにする 

無限ループを作
成し、Run() メソッ
ドが終了しないよ
うにする 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－107 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.213 

Worker ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－Worker Role サーバの動作 

 
            while (true) 
            { 
                Thread.Sleep(30000); 
                Trace.TraceInformation("WCF サービスは稼働しています。"); 
            } 
            host.Close(); 
        } 
    } 
 
    public override bool OnStart() 
    { 
        ServicePointManager.DefaultConnectionLimit = 12; 
 
        RoleEnvironment.Changing += ((sender, e) => 
        { 
            if (e.Changes.Any(change => change is RoleEnvironmentConfigurationSettingChange)) 
            { 
                e.Cancel = true; // ロールインスタンスをリスタート 
            } 
        }); 
 
        return base.OnStart(); 
    } 
} 

C# 

p.214 

Worker ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－Worker Role サーバの動作 

 （参考） Worker Role サーバの実装例 

 例2. ホストプロセスから外部プロセスを起動する場合 

public class WorkerRole : RoleEntryPoint 
{ 
    public override void Run() 
    { 
        Trace.TraceInformation("WorkerRole1 のエントリポイントが呼び出されました。"); 
             
        // 外部プロセスを起動 
        ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo(); 
        psi.FileName = @".\ExternalApplication\ConsoleApplication1.exe"; 
        psi.RedirectStandardOutput = true; 
        psi.RedirectStandardError = true; 
        psi.UseShellExecute = false; 
        psi.CreateNoWindow = true; 
 
        Process p = new Process() { StartInfo = psi }; 
        p.ErrorDataReceived += (sender, e) => { Trace.TraceError(e.Data); }; 
        p.OutputDataReceived += (sender, e) => { Trace.TraceInformation(e.Data); }; 
        p.Exited += (sender, e) => 
        { 
            Trace.TraceError("外部プロセスが終了しました。このロール（サーバ）をリサイクルします。"); 
            RoleEnvironment.RequestRecycle(); 
        }; 
        p.EnableRaisingEvents = true; 
 

C# 

外部プロセスを監視し、プロセス
が異常終了した場合にはワーカ
プロセスを再起動させる 
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Worker ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－Worker Role サーバの動作 

 
        p.Start(); 
        p.BeginOutputReadLine(); 
        p.BeginErrorReadLine(); 
 
        while (true) 
        { 
            Thread.Sleep(10000); 
            Trace.TraceInformation("Worker Role の処理を続行中..."); 
        } 
    } 
 
    public override bool OnStart() 
    { 
        RoleEnvironment.Changing += ((sender, e) => 
        { 
            if (e.Changes.Any(change => change is RoleEnvironmentConfigurationSettingChange)) 
            { 
                e.Cancel = true; // ロールインスタンスをリスタート 
            } 
        }); 
        return base.OnStart(); 
    } 
} 
 

C# 

p.216 

Worker ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－（参考） Java ランタイムの動作サポートに関して 

 Windows Azure での Java 動作サポートの多くは、外部プ
ロセスを使った Worker ロール上でのホストになっている 

 Java ランタイムの動作に関しては、ランタイムをまるごと Web また
は Worker ロールプロジェクトに含めてアップロードする形になる 

 「Java ロール」のような仮想マシンが用意されているわけではない 

 Worker ロールなどのサーバ上で、JRE をキックして起動 

 このため、制限アカウントでの動作などの制約を受ける 

 現状では、以下のようなコンテナが Azure 上で動作している 

 Glassfish（http://blogs.msdn.com/b/dachou/archive/2011/01/17/run-

java-with-glassfish-in-windows-azure.aspx） 

 Tomcat（http://code.msdn.microsoft.com/winazuretomcat） 

 Jetty（http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2010/04 

/14/run-java-with-jetty-in-windows-azure.aspx） 

 今後、VM ロールでさらに多くのサーバが動作するものと思われる 
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Worker ロールサーバの特徴と利用上の注意点 

－まとめ 

 Worker ロールサーバを利用する場合には、Run() メソッド
に処理を記述する 

 Run() メソッドは終了させてはならないことに注意する 

 

 代表的な使い方は以下の二つ 

 1. ホストプロセス内で直接サービスを実施する 

 2. ホストプロセスから外部プロセスを起動する 

 

 いずれの場合でも、問題が発生した場合には速やかにワー
カプロセスをリサイクリングするようにコードを実装する 

 Azure はワーカプロセスそのものしか見てくれない 

 外部プロセスの監視などは行ってくれないため、注意すること 

p.218 

マルチサーバ構成 

 コンピュートサービスでは、Web ロールと Worker ロールの
サーバを組み合わせて、柔軟にシステムを構成できる 

 具体例） 以下のようなシステムを構成したい場合 

 1 つの Windows Azure プロジェクト内（＝1 つの Hosted Service 内）に、
複数の Web ロールや Worker ロールを組み入れることができる 

 多くの場合、このようなケースではサーバ間通信が発生する 

Worker Role Web Role 

  WebUIApp 

 

 

  BatchApp 

 

 

  WebServiceApp 

 

 
Web Role 

MCS.Japan.CloudSystem 
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マルチサーバ構成 

－エンドポイントの構成について 

 特にマルチサーバ構成を採る場合には、サーバ間通信やリ
モート通信受信のために、エンドポイント定義が必要になる 

 エンドポイント ＝ 通信を送受信するための出入り口のこと 

 Windows Azure では、サーバ間通信、リモート通信どちらについて
も、受信についてはエンドポイントの定義が必要 

 このうち、ロードバランス機能は外部向けエンドポイント（Input エンド
ポイント）でのみ使える 

 これらについて解説する Worker Role Web Role 

Web Role 

MCS.Japan.CloudSystem 

内
 

内 外 

外 

Input 

Endpoint 

Input 

Endpoint 

Internal 

Endpoint 

Internal 

Endpoint 

内
 Internal 

Endpoint 

外 

Input 

Endpoint 

【凡例】 

内 

外 
Input Endpoint 

（Hosted Service 外部からの通信を受信） 

Internal Endpoint 

（Hosted Service 内部からの通信を受信） 

p.220 

マルチサーバ構成 

－2 種類のエンドポイント 

 各サーバインスタンスがリモート呼び出しを受信するために
は、2 種類のエンドポイントを定義する必要がある 

 Input エンドポイント : 外部からのリモート通信を受信する 

 Internal エンドポイント : 内部のサーバからの通信を受信する 

 使い方がやや特殊なため、以下に説明する 

Worker Role Web Role 

Web Role 

MCS.Japan.CloudSystem 

内
 

内 外 

外 

  Web Role Worker Role 

Input 
（外からの 

受信） 

HTTP ○ ○ 

HTTPS ○ ○ 

TCP ○（SDK1.3～） ○ 

Internal 
（Azure 内の 

通信） 

HTTP ○ ○ 

HTTPS ×（不要） ×（不要） 

TCP ○（SDK1.3～） ○ 

Input 

Endpoint 

Input 

Endpoint 

Internal 

Endpoint 

Internal 

Endpoint 

エンドポイントを 

定義する 

内
 Internal 

Endpoint 

外 

Input 

Endpoint 

（参考） エンドポイントの名称について 

・"Input" と "Internal" という用語は紛らわしい
（"External" と "Internal" の方がわかりやすい）
が、これは当初の設計ではもともと "Input" エンド
ポイントしかなかったことの名残り（と思われる） 

・このため、"Input" → "External" のことだと思っ
て考えてしまっても OK 
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マルチサーバ構成 

－エンドポイントに関するキーポイント 

 エンドポイントの構成に関しては、以下の注意点がある 

 リモート通信を着信したい場合に、エンドポイントを定義する 

 リモートサーバへの発信に関して、エンドポイントを定義する必要はない 

 エンドポイントは、外部受信用と内部受信用が明確に区別されている 

 Input → 外部受信用、Internal → 内部受信用、のみに利用できる 

 逆の利用方法は認められない（＝共用はできない） 

 1 つの Hosted Service に対しては、1 つの public IP が与えられる 

 Hosted Service 内部の各サーバには、private IP アドレスが使われる 

 外部に対しては、1 つの public IP アドレスを使って公開される 

 複数の Input Endpoint を使う場合には、ポート番号をずらす必要がある 

 外部に対して公開可能な Input Endpoint は最大 25 個（25 ポート） 

 HTTP, HTTPS, TCP などを併せて最大 25 ポートまで公開可能 

 これ以上のポート公開が必要な場合には、Hosted Service の分割など
の設計変更が必要 

具体例 → 次々ページを参照 

p.222 

マルチサーバ構成 

－エンドポイントに関するキーポイント 

 利用可能な通信プロトコルに制限がある 

 Input Endpoint（外部通信） → HTTP, HTTPS, TCP のみ 

 Internal Endpoint（内部通信） → HTTP, TCP のみ 

 いずれの場合でも、UDP 通信が利用できないことに注意が必要 

 ロードバランス機能は、Input Endpoint に対してのみ利用可能 

 Input Endpoint （外部受信用）はロードバランス機能を備えている 

 しかし Internal Endpoint にはロードバランス機能がない 

 内部通信で負荷分散を行いたい場合には、自力でラウンドロビンなどを
実装するか、Hosted Service を分割する必要がある 

 Input Endpoint として外部に対して晒しているポート番号と、各サー
バが実際に利用しているポート番号とは、ずれている場合がある 

 ロードバランサが NAT としての機能を果たす 

 例） Input Endpoint としてポート番号 80 を定義した場合 

 ロードバランサではポート番号 80 で受信 

 しかし実際のサーバ側ではポート番号 20,001 で受信 
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マルチサーバ構成 

－エンドポイントに関するキーポイント 

MCS.Japan.CloudSystem 

内 
4832 

外 
2685 

内 
6245 

外 
7245 

http://mcssample.cloudapp.net/ 

（65.52.8.112 （public IP）） 

全体に対して一つの URL （＝仮想 ア
ドレス）が振られる 

WebRole2 

外 
4523 

外 
3246 

WebRole1 

内 
1352 

外 
6124 

内 
4828 

外 
5243 

WorkerRole3 

外 

外 

外 

外 
http://mcssample. 

cloudapp.net:81/ 

http://mcssample. 

cloudapp.net:80/ 

外 

net.tcp://mcssample. 

cloudapp.net:82/ 

外 

内 

外 Input エンドポイント 

（ポート番号の指定必須） 

Internal エンドポイント 

（ポート番号の指定不可） 

【凡例】 

※ 下図で示した IP アドレスやポート番
号は、仮想マシンと通信との関係をわか
りやすくするために付与したもの（実際に
この通りに振られるわけではない） 

"ExternalWcfService" 

TCP / ポート 82 

（外部向け） 

HTTP / ポート80 内 

（外部向け） 

HTTP / ポート81 

"InternalWcfService" 

TCP / ポート 動的 

内 

"InternalHttpIn" 

HTTP / ポート 動的 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

ス
 

#0 

10.28.85.10 

#1 

10.28.21.95 

#0 

10.28.34.83 

#1 

10.28.17.3 

#0 

10.28.33.20 

#1 

10.28.39.24 

Input エンドポイント（外部
向けエンドポイント）は内部
通信を受け付けられない 

Internal エンドポイントを使って通信を行う
場合には、仮想アドレスではなく、実アドレ
スを入手して通信する 

例） 
net.tcp://10.28.39.24:4828/WcfService/ 

にアクセスしたい場合には、以下のコード
を使って IP アドレスとポートを拾う 
RoleEnvironment.Roles["WorkerRole3"]

.Instances[1].InstanceEndpoints["Intern

alWcfService"].IPEndpoint 

→ "10.28.39.24:4828" が取れる 

【重要】 外部向け（Input）エンドポイント
の IP アドレスとポート番号は、自マシン
上でしか取得できない 
RoleEnvironment.CurrentRoleInstance

.InstanceEndpoints["ExternalWcfServi

ce"].IPEndpoint → "127.0.0.1:6124" 

※ WCF ランタイムの起動処理に利用 

クライアントからは 

全体の URL （仮想 

アドレス）のみを 

使ってアクセスする。 

接続先サーバは、
ポート番号によって
切り替える 

RoleEnvironment.Roles["WebRole2

"].Instances[xx].InstanceEndpoints["

InternalHttpIn"].IPEndpoint 

内部では private IP アドレスと 

適当に振られたポート番号が使
われている 

（このアドレスは Deployment 

などにより適宜変化する） 

p.224 

マルチサーバ構成 

－エンドポイントに関するキーポイント 

 エンドポイントの構成方法 

 エンドポイントは、各ロールの構成設定画面から行う 

 以下の各項目を指定する 

 エンドポイント名、受信タイプ、利用プロトコル、パブリックポート番号、プ
ライベートポート番号、SSL 証明書 

 このうち、プライベートポートの指定にはクセがあるため注意が必要 

 基本は無指定、詳細は後述 

受信タイプの指定 

Input : 外部通信の受信 

Internal : 内部通信の受信 

通信プロトコルの指定 

Input Endpoint : HTTP, HTTPS, TCP から選択 

Internal Endpoint : HTTP, TCP から選択 

パブリックポートの指定 

Input Endpoint の場合には、外部に対して晒すポート番号を指定 

（Internal Endpoint の場合には指定不可） 

プライベートポートの指定 

実際のサーバインスタンスが Azure 内で利用する
ポート番号を指定（通常は無指定、後述） 

エンドポイント名の指定 

アプリケーション内からエン
ドポイント情報を拾う際に使
う名前を指定 

SSL 証明書の指定 

通信プロトコルに HTTPS を使う場
合には、利用する証明書を指定 
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マルチサーバ構成 

－エンドポイントに関するキーポイント 

 エンドポイントの構成方法（続き） 

 前掲の例の場合のエンドポイント構成設定について 

WebRole2 

WebRole1 

WorkerRole3 

外 
4523 

WebRole1 

外 
80 

L
B

 

#0 

10.28.85.10 

WebRole2 

外 
81 

L
B

 

HTTP 

HTTP 

内 
4832 

外 
2685 

#0 

10.28.34.83 

HTTP 

HTTP 

HTTP 

WorkerRole3 

外 
82 

L
B

 
TCP 

TCP 

TCP 

内 
1352 

外 
6124 

#0 

10.28.33.20 

※（参考） 実際に各サーバが受け付ける

ポート番号は、プライベートポートの指定
によって変わる（詳細は後述） 

※ 無指定または "*" 指定の場合には、
ファブリックが自動的にポート番号を決定
する 

p.226 

マルチサーバ構成 

－アプリケーションコードの記述方法 

 アプリケーションコードには、自動決定された IP アドレスや
ポート番号を動的に取得して使う処理を記述する必要がある 

 プライベート IP アドレスやプライベートポート番号は、ファブリックコン
トローラが決定するため 

 

 具体的な書き方は以下の通り 

 1. 他サーバの呼び出し方法 

 ① Web 参照を使った呼び出し（.NET 2.0 Web サービスプロキシ） 

 ② サービス参照を使った呼び出し（WCF サービスプロキシ） 

 ③ 動的プロキシ生成を使った呼び出し（WCF コントラクトファースト） 

 2. Worker ロールサーバの起動方法 

 WCF サーバの起動方法 
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マルチサーバ構成 

－アプリケーションコードの記述方法 

 1. 他サーバの呼び出し方法 

 ① Web 参照を使った呼び出し（.NET 2.0 Web サービスプロキシ） 

 この場合は、プロキシクラスの URL を動的に変更する 

 Azure 内での通信のため、外部向けの Input エンドポイントは使えない 

localhost.WebService1 proxy = new localhost.WebService1(); 
// 負荷分散させつつ、リモート呼び出しを行う 
int idx = DateTime.Now.Millisecond % RoleEnvironment.Roles["WebRole2"].Instances.Count; 
proxy.Url = string.Format("http://{0}/WebService1.asmx", 
    RoleEnvironment.Roles["WebRole2"].Instances[idx].InstanceEndpoints["InternalHttpIn"].IPEndpoint); 
Label1.Text = proxy.GetMessage(TextBox1.Text); 

C# 

内 
4832 

内 
6245 

WebRole2 WebRole1 

"InternalHttpIn" 

HTTP / ポート 動的 

"10.28.34.83:4832"  

または 
"10.28.17.3:6245" 

#0 

10.28.34.83 

#1 

10.28.17.3 

どちらに振るかは自力で
決定する必要がある 

（外部向け） 

HTTP / ポート81 Azure 内部での通信には
外部向けの Input エンド
ポイントは使えない！ 

#1 

10.28.21.95 

WebRole2 

p.228 

マルチサーバ構成 

－アプリケーションコードの記述方法 

 1. 他サーバの呼び出し方法（続き） 

 ② サービス参照を使った呼び出し（WCF サービスプロキシ） 

 サービス参照による WCF サービス呼び出しの場合には、.NET 2.0 

Web サービスプロキシと同様、プロキシ作成後にアドレスを差し替える 

ServiceReference1.WebService1SoapClient proxy = new ServiceReference1.WebService1SoapClient(); 
int idx = DateTime.Now.Millisecond % RoleEnvironment.Roles["WebRole2"].Instances.Count; 
proxy.Endpoint.Address = new EndpointAddress( 
    string.Format("http://{0}/WebService1.asmx", 
    RoleEnvironment.Roles["WebRole2"].Instances[idx].InstanceEndpoints["InternalHttpIn"].IPEndpoint)); 
Label3.Text = proxy.GetMessage(TextBox3.Text); 
proxy.Close(); 
 

C# 

"http://10.28.34.83:4832/WebService1.asmx" 

または 
"http://10.28.17.3:6245/WebService1.asmx" 

内 
4832 

内 
6245 

WebRole2 WebRole1 

"InternalHttpIn" 

HTTP / ポート 動的 

#0 

10.28.34.83 

#1 

10.28.17.3 

どちらに振るかは自力で
決定する必要がある 

（外部向け） 

HTTP / ポート81 

#1 

10.28.21.95 

WebRole2 
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マルチサーバ構成 

－アプリケーションコードの記述方法 

 1. 他サーバの呼び出し方法（続き） 

 ③ 動的プロキシ生成を使った呼び出し（WCF コントラクトファースト） 

 コントラクトファーストによる WCF サービス呼び出しの場合には、動的プ
ロキシ作成時に URI を指定する 

// Address 
int idx = DateTime.Now.Millisecond % RoleEnvironment.Roles["WorkerRole3"].Instances.Count; 
EndpointAddress address = new EndpointAddress( 
    string.Format("net.tcp://{0}/WcfService", 
        RoleEnvironment.Roles["WorkerRole3"].Instances[idx] 
        .InstanceEndpoints["InternalWcfService"].IPEndpoint) 
    ); 
// Binding 
NetTcpBinding binding = new NetTcpBinding(SecurityMode.None); 
// Contract 
IChannelFactory<IWcfService> factory = new ChannelFactory<IWcfService>(binding); 
// プロキシの動的作成 
IWcfService proxy = factory.CreateChannel(address); 
// WCF サービスの呼び出し 
Label2.Text = proxy.GetMessage(TextBox2.Text); 
factory.Close(); 

C# 

"net.tcp://10.28.33.20:1352/WcfService/" 

または 
"net.tcp://10.28.39.24:4828/WcfService/" 

内 
1352 

外 
6124 

内 
4828 

外 
5243 

WorkerRole3 

外 

"ExternalWcfService" 

TCP / ポート 82 

内 

"InternalWcfService" 

TCP / ポート 動的 

Azure 内の通信の場合には 

Internal エンドポイントを使う 

#0 

10.28.33.20 

#1 

10.28.39.24 

WorkerRole3 

p.230 

マルチサーバ構成 

－アプリケーションコードの記述方法 

 2. Worker ロールサーバの起動方法 

 Worker ロールサーバにおける WCF サービスの起動 

 Worker ロールサーバ内で WCF を起動する場合は、ファブリックが動的
に決定したアドレスとポートを使う必要がある 

 このため、以下のような実装が必要になる 

ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(WcfServiceImpl)); 
 
// ① エンドポイントの手動構成設定 (C/B/A を指定) 
host.AddServiceEndpoint( 
    typeof(IWcfService), 
    new NetTcpBinding(SecurityMode.None), 
    string.Format("net.tcp://{0}/WcfService",  
 RoleEnvironment.CurrentRoleInstance 
 .InstanceEndpoints["ExternalWcfService"].IPEndpoint)); 
host.AddServiceEndpoint( 
    typeof(IWcfService), 
    new NetTcpBinding(SecurityMode.None), 
    string.Format("net.tcp://{0}/WcfService",  
 RoleEnvironment.CurrentRoleInstance 
 .InstanceEndpoints["InternalWcfService"].IPEndpoint)); 
 
... 

C# 

内 
1352 

外 
6124 

内 
4828 

外 
5243 

WorkerRole3 

外 

"ExternalWcfService" 

TCP / ポート 82 

内 

"InternalWcfService" 

TCP / ポート 動的 

#0 

10.28.33.20 

#1 

10.28.39.24 

外部通信用の Input エンドポイントの作成 
"net.tcp://127.0.0.1:6124/WcfService" 

※ HTTP Binding の場合は "http:// ～ " を使う 

※ ここで使うのは、外部公開用のポート番号（この 

  図の例では 82 ）ではないことに注意する 

内部通信用の Internal エンドポイントの作成 
"net.tcp://127.0.0.1:1352/WcfService" 

WorkerRole3 
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マルチサーバ構成 

－固定プライベートポートの利用について 

 Worker ロールサーバを使って J2EE サーバなどをホストす
る場合には、プライベートポートを明示的に指定するとよい 

 既定ではサーバが利用するプライベートポート番号は不確定だが、
プライベートポート番号が固定されていた方が都合がよいこともある 

 このような場合は、プライベートポート番号を明示的に指定して、特定
値に固定するとよい 

Worker Role サーバ 
ホストプロセス 

（WaWorkerHost.exe） 

Azure ランタイム 

Run() 

WCF サービス 

ランタイムなど 

ホストプロセス内で 

処理を直接行う場合 
TCP/IP や 

HTTP 通信 

RoleEntryPoint 

派生クラス 

プライベート 

ポート 

サブプロセスを起動 

（Process クラスを使う） 

jre.exe など 

TCP/IP や 

HTTP 通信 プライベート 

ポート 

パブリック 

ポート 

パブリック 

ポート 

外部 

LB 

構成設定 

ファイル 

J2EE サーバが利用する 

ポート番号は、構成設定 

ファイルに静的に書かれて 

いることが多い 

→ 構成設定ファイルを動的に
書き換えるよりも、プライベー
トポートを固定してしまったほ
うがよい！ 

ファブリックが決めたポート
番号を動的に拾ってWCF

ランタイムを起動すること
が比較的簡単にできる 

p.232 

マルチサーバ構成 

－固定プライベートポートの利用について 

 プライベートポートの指定方法は、以下の 4 通りがある 

 通常は無指定（または "*"）を使うが、必要に応じて固定値を指定する 

外 
80 

WebRole1 

外 
80 

L
B

 

#0 

10.28.85.10 

HTTP HTTP 

外 
81 

外 
81 

TCP TCP 

外 
20000 

外 
82 

HTTP HTTP 

内 
20001 

内 
85 

内 
20002 

内 
8000-8080 

TCP 

HTTP 

HTTP 

TCP 

Private Port 挙動 利用条件 

1. 無指定 乱数ポートを利用 特になし 

2. 固定値指定 指定されたポートを利用 特になし 

3. * 指定 乱数ポートを利用 特になし 

4. 範囲指定 指定された範囲をまとめて開ける Internal, TCP 

指定ポートで 

リクエストを 

受信可能！ 

（注意＆参考） 

Web ロールの HTTP Input 

Endpoint に関しては、Public 

Port と同じ番号の Private Port 

が利用される。 

しかし固定ポートを使いたければ
明示的に指定することを推奨。 
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マルチサーバ構成 

－（参考） サーバ障害時の挙動について 

 内部通信を行う場合、ロールインスタンス障害については割
り切り設計が必要になる 

 内部通信では、相手先サーバを特定した直接通信が必要になる 

 手動でのロードバランシングなどが必要になる（前述の通り） 

 しかし相手先のサーバが以下のような場合、通信エラーが発生する 

 ロールインスタンスの障害からの復帰中 

 ゲスト OS 障害による再起動の最中 

 In-Place Upgrade の最中（→ Module 5） 

 上記の問題を回避するためには、内部通信でもロードバランシング
機能が使えることが望ましいが、現時点ではそのような機能はない 

 主な回避策としては以下のような方法が考えられる 

 キュー型非同期通信への設計変更 

 バックエンドサーバの処理のべき等化 ＋ 通信エラー時のリトライ 

 バックエンドサービスの別 Hosted Service 化 

これらに関しては 

それなりに時間が 

かかることもある 

結構大変 

なので 

要注意 

p.234 

マルチサーバ構成 

－（参考） サーバ障害時の挙動について 

 基本的な考え方として、（Windows Azure を使う場合に限ら
ず）物理 2 階層型設計を利用することが望ましい 

 物理 2 階層型のシステム構成であれば、前述のような問題は生じな
いため 

Web Role 

内 外 

nakama.cloudapp.net 

パブリック 

IP アドレス 

パブリック 

IP アドレス 
HTTP ポート 80 

インターネット上の 

サーバ 

Web Role 

外 

nakama.cloudapp.net 

パブリック 

IP アドレス 

パブリック 

IP アドレス 
HTTP ポート 80 

インターネット上の 

サーバ 

Web Role 

UI, BC, DAC を 

すべて同一のサーバに 

配置してしまう 

UI 部分のみ BC, DAC 

部分のみ 
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 Azure 内から外部へ通信する際は、同一 IP が利用される 

 前述したように、各サーバは、一つのパブリック IP アドレスを共用 

 ポート番号により、Input Endpoint を区別する仕組みになっている 

 Azure 内から外部へ通信する際には、エンドポイントの定義は不要 

 この場合には、どのサーバから外部にアクセスする場合も、Input 

Endpoint と同一の IP アドレスが利用される 

マルチサーバ構成 

－（参考） Azure 外部への通信について 

Worker Role Web Role 

Web Role 

内
 

内 外 

外 

内
 

外 

ポ
ー

ト
番

号
で

振
り

分
け

 

MCS.Japan.CloudSystem 

パブリック 

IP アドレス 

パブリック 

IP アドレス 

同一の IP アドレスが 

利用される！ 

例） 111.221.88.194 

内部ではプライベート 

IP アドレスが利用される 

（参考） パブリック IP アドレスを 

固定することはできないが、IP  

アドレスは当該サービスの配置 

時に決定し、再配置するまでは 

変更されないようになっている 

IP アドレス制限などを 

かけたい場合には、当該 

システムが持つパブリック 

IP アドレスに対して 

制限をかける 

p.236 

マルチサーバ構成 

－（参考） 通信プロトコルのサポートについて 

 送受信可能な通信プロトコルは、現在は HTTP, TCP のみ 

 送受信ともに、HTTP/HTTPS, TCP に限定されている 

 UDP などを利用することはできないことに注意が必要 

 内部では、比較的厳しいセキュリティ制限がかかっている 

 ① ゲスト OS 上の Windows ファイアウォール 

 当該 OS でどのような通信を許可／制限するのかを設定するもの 

 ゲスト OS 内に含まれるエージェント（ランタイム）が自動的に構成する 

 ② ホスト OS 上のパケットフィルタ 

 物理マシン上のホスト OSによるパケットフィルタ機能も機能している 

 このフィルタリングメカニズムにより、サービスモデル（.csdef）上に定義さ
れていない通信は強制的に遮断されるようになっている 

 セキュリティのため、このパケットフィルタは TCP 以外の通信と、マルチ
キャスト／ブロードキャスト通信（DHCPを除く）についてはすべて遮断 

隣の仮想マシンに 

対して攻撃を 

仕掛けることは 

できないように 

なっている、ということ 
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マルチサーバ構成 

－（参考） より厳密な通信ルールの設定 

 （通常利用する必要はないが） Internal Endpoint について、
特定のサーバからの通信しか受け付けないように設定可能 

 既定では、Internal Endpoint はどのサーバからの通信でも受け付け
ることが可能だが、これを絞り込むことができるようになっている 

 GUI からは設定できないため、ServiceDefinition.csdef ファイルを直
接開き、以下のタグを追加する 

 

 <NetworkTrafficRules> 
   <OnlyAllowTrafficTo> 
      <Destinations> 
         <RoleEndpoint endpointName="InternalTCP" roleName="WorkerRole1" /> 
      </Destinations> 
      <WhenSource matches="AnyRule"> 
         <FromRole roleName="WebRole1" /> 
      </WhenSource> 
   </OnlyAllowTrafficTo> 
</NetworkTrafficRules> 

*.csdef 

p.238 

開発環境（コンピュートエミュレータ） 

 Windows Azure Tools for Visual Studio には、ローカルマ
シン内で動作するエミュレータが含まれている 

 コンピュートエミュレータと呼ばれる 

 これを利用することにより、ステージング環境や運用環境に載せる前
に、ローカルコンピュータでかなりのデバッグが可能になる 

 コンピュートエミュレータに 

関して、注意すべき点を解 

説する 

（参考） コンピュートエミュレータは、
開発用ファブリック（Development 

Fabric）と呼ばれることもある 

（旧名称。SDK1.3 から呼び方がコン
ピュートエミュレータに変更された） 

※ アプリケーションコード内から開発環境か否かを確認する
ためには、以下のコードを使う（SDK 1.5 以降でサポート） 

RoleEnvironment.IsEmulated 
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開発環境（コンピュートエミュレータ） 

－主に注意すべき点 

 コンピュートエミュレータの利用に関しては、以下の点に注意
しておく必要がある 

 32 ビットでの動作、管理者特権での動作になる 

 コンピュートエミュレータがデスクトップアプリとして動作するため 

 運用環境では 64 ビット動作かつ制限アカウントでの動作になるため注
意が必要 

 マルチプロセス構成としてエミュレートされる（→ 次ページ参照） 

 ひとつのローカルコンピュータ内に、複数のサーバインスタンスを展開す
る必要があるため、1 サーバ＝1 プロセスとしてエミュレートされる 

 このため、（当然だが）VM ロールのインスタンスはエミュレートできない 

 ポート番号の構成が運用環境と大きく異なる（→ 次々ページ参照） 

 上記に伴い、ポート番号が運用環境とは大きく変わることがある 

 固定プライベートポート番号を使っている場合には特に注意が必要 

p.240 

開発環境（コンピュートエミュレータ） 

－主に注意すべき点 

Worker Role Web Role 
  WebUIApp 

 

 

  BatchApp 
 

 

  WebServiceApp 
 

 

Web Role 

Azure プラットフォーム 

ServiceConfiguration.cscfg 

（クラウドシステム全体に対する 

構成設定ファイル） 

Worker Role Web Role 

ローカルコンピュータでのエミュレーションの場合 

ServiceConfiguration.cscfg 

（クラウドシステム全体に対する 

構成設定ファイル） 

  WebUIApp 
 

 
  WebUIApp 

 

 

  BatchApp 
 

 

  WebServiceApp 
 

   WebServiceApp 
 

 

（参考） Azure とエミュレータの比較 

ファブリック 

コントローラ 

WaIISHost.exe 

+ w3wp.exe 

VM インスタンスの数だけ 

ホストプロセスが起動 

WaWorkerHost.exe 

WaIISHost.exe 

+ w3wp.exe 

VM インスタンスの数だけ 

仮想マシンが起動 

  WebUIApp 
 

 

  BatchApp 
 

 

  WebServiceApp 
 

 

コンピュート 

エミュレータ 

http://xxxx.cloudapp.net/ 

LB 
http://localhost:81/ 

LB 

Web Role 

【動作上のポイント】 

・ ローカルマシン内で、ファブリック 

 コントローラに相当する、コンピュー 

 トエミュレータが起動し、これが 

 ロードバランサやホストプロセスの 

 起動、アプリの展開などを行う 

・ VM インスタンス数と同じだけ 

 w3wp.exe や WaWorkerHost.exe 

 （ホストプロセス）が起動する 

 （※ VM サイズの設定はエミュ 

 レータ上では特に反映されない） 

・ エンドポイントごとに仮想アドレス 

 （特定のポート番号）が振られ、 

 DFloadbalancer.exe により各 

 ホストプロセスへとルーティング 

 される 

・ VM ロールのインスタンスは、 

 コンピュートエミュレータでは 

 動作させることができない 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－121 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.241 

開発環境（コンピュートエミュレータ） 

－ポート番号構成について 

 ほとんどのケースにおいて、開発環境では、ポート番号が運
用環境と同様にはならない 

 すでにローカルコンピュータ上で利用しているポート番号と衝突したり、
ポート番号固定機能が使えなかったりするため 

 具体例） Public, Private 共にポート 80 を指定している場合 

Azure    

外 
80 

外 
80 

WebRole1 

外 
80 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

#0 

10.28.172.65 

(private IP) 

#1 

10.28.21.95 

(private IP) 

外 
5105 

外 
5108 

WebRole1 

外 
81 

D
F

lo
a

d
b

a
l

a
n

c
e

r.
e

x
e

 

運用環境 開発環境 

w3wp.exe 

w3wp.exe 

#0 

#1 

ローカルコンピュータの IIS が
すでにポート 80 を使っている
ため、やむなく 81 にずらした 

プライベートポート固定化
を指定しても、コンピュート
エミュレータでは機能しな
い（必ず乱数扱いになる） 

パブリックポート、プ
ライベートポートとも
に指定通り動作する 

p.242 

開発環境（コンピュートエミュレータ） 

－ポート番号構成について 
前述の例の場合 

内 
5184 

外 
5184 

内 
5186 

外 
5185 

WebRole2 

外 
5182 

外 
5183 

WebRole1 

内 
5188 

外 
5187 

内 
5190 

外 
5189 

WorkerRole3 

外 

外 

外 

外 
http://localhsot:82/ 

http://localhost:81/ 
外 

net.tcp://localhost:83/ 
外 

内 

外 Input エンドポイント 

（ポート番号の指定必須） 

Internal エンドポイント 

（ポート番号の指定不可） 

【凡例】 

"ExternalWcfService" 

TCP / ポート 82 

（外部向け） 

HTTP / ポート80 内 

（外部向け） 

HTTP / ポート81 

"InternalWcfService" 

TCP / ポート 動的 

内 

"InternalHttpIn" 

HTTP / ポート 動的 

D
F

lo
a

d
b

a
la

n
c
e

r.
e

x
e

 

アプリケーションコードは、開発機の場合
でも Azure 上の場合でも同じ 

例） 
RoleEnvironment.Roles["WorkerRole3"]

.Instances[1].InstanceEndpoints["Intern

alWcfService"].IPEndpoint 

→ 開発機上では "127.0.0.1:5190" となる 

これらのポートは、開発機上では直接
叩けば呼び出せてしまうため注意する
こと（呼び出してはいけない！） 

w3wp.exe 

w3wp.exe 

#0 

#1 

#0 

#1 

WaWorkerHost.exe 

WaWorkerHost.exe 

w3wp.exe 

w3wp.exe 

#0 

#1 

Input エンドポイントの定
義はポート 82 だが、実際
には 83 でリスンしている 

本来は 80 のはずだが開
発用ファブリックでは 81 

本来は 81 のはずだが開
発用ファブリックでは 82 
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（参考） その他の Tips & Tricks 

 他に知っておくとよい Tips をいくつか紹介する 

 1. IntelliTrace 機能の利用 

 2. Web ロールでの帯域削減の方法 

 3. Web ロールでの HTTP 基本認証の利用 

 4. CDN の併用 

 5. ロールインスタンスのイベントハンドラ 

 6. 自動スケールアウト機能の作り方 

 

p.244 

（参考） その他の Tips & Tricks 

－1. IntelliTrace 機能の利用 

 エミュレータ上では発生せず、Azure 環境でしか発生しない
問題の追及には、IntelliTrace 機能が役立つ 

 IntelliTrace とは、アプリケーション実行時の動作情報を収集しておき、
後から時系列的に遡ってその情報を参照できるようにする機能 

 Azure 環境は、直接デバッガを接続することができない 

 しかし IntelliTrace でデータを収集しておけば、後からこれを参照できる 

 特に、アプリケーション起動時のトラブルシュートに役立つ 

 パッケージファイルにアセンブリファイルが含まれていない 

 ストレージサービスへの接続文字列が間違っている 

 32 ビットネイティブライブラリを利用している、etc... 

 具体的な使い方 → 以下を参照 

 Using IntelliTrace to debug Windows Azure Cloud Services 

 http://blogs.msdn.com/b/jnak/archive/2010/06/07/using-intellitrace-

to-debug-windows-azure-cloud-services.aspx 

 （注意） 運用環境では使わないこと（デバッグ用の機能であるため） 

アプリケーション内にトレー
スログ出力を埋め込んでお
き、そのログを見るという方
法でもよいが、IntelliTrace 

は特に作りこみがなくても
ある程度の情報が見られる 
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（参考） その他の Tips & Tricks 

－2. Web ロールでの帯域削減の方法 

 Web ロールを扱う際のネットワーク帯域削減の方法としては
以下の 2 つが特に有効 

 ① クライアントキャッシュ（ブラウザキャッシュ）を有効化する 

 Response.Cache プロパティを正しく設定する 

 ② gzip 圧縮転送を有効化する 

 Azure の Web ロールには、gzip 圧縮モジュールが含まれているので、
基本的な圧縮であれば構成設定の記述だけでできる 

 gzip 圧縮をすると、その分 CPU パワーを使うことになるため、実際に利
用する場合は性能測定をしながら利用有無を決定すること 

<configuration> 
  <!-- 以下の設定を追加する --> 
  <system.webServer> 
    <urlCompression doDynamicCompression="true" /> 
  </system.webServer> 
</configuration> 
 

web.config 

（参考） 社内環境から Azure を呼び出す場合には、
プロキシサーバのところで gzip 圧縮が解除されて
いる場合もあるため、テスト時には注意する（Azure 

サーバと直結して動作確認してみるとよい） 

（参考） 特殊な拡張子に対しても gzip 圧縮を有効化
したい場合には、昇格特権を使ったスクリプト操作が
必要 

（参考） ブラウザキャッシュを有効化する例 

プロキシでのキャッシュは認めず、ブラウザ内でのキャッシュを 5 分間有効にす
る（※ ブラウザで強制リロードされた場合は効果なし） 

Response.Cache.SetMaxAge(TimeSpan.FromMinutes(5)); 

Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.Private); 

※ キャッシュ設定は誤りがよく見られるため、正しく理解した上で設定すること 

p.246 

（参考） その他の Tips & Tricks 

－3. Web ロールでの HTTP 基本認証の利用 

 簡易なユーザ／パスワード認証を行いたければ、HTTP 基
本認証機能をアプリケーション内で作ってしまうとよい 

 通常、Azure 環境でのユーザ認証には、フォーム認証やフェデレー
ション認証を利用するが、これらは準備などが比較的大変 

 バックエンドで利用する簡単な管理アプリケーションなどを作りたい場合
には、やや大げさすぎる 

 「認証なしだと困る」「かといって大げさな認証も必要ない」ような場合
には、HTTP 基本認証をアプリケーション内に作ってしまうと簡単 

 実際に利用するときには、パスワード管理に注意すると共に、HTTPS エ
ンドポイントを必ず併用すること 

<configuration> 
  <system.web> 
    <authentication mode="None" /> <!-- 既定では Windows 認証になっているため、これを排除 --> 
    <authorization> 
      <deny users="?" /> <!-- 匿名アクセスを禁止 --> 
      <allow users="*" /> 
    </authorization> 
  </system.web> 
</configuration> 

web.config 
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public class Global : System.Web.HttpApplication 
{ 
    protected void Application_AuthenticateRequest(object sender, EventArgs e) 
    { 
        // 認証ヘッダーを分解 
        HttpApplication app = sender as HttpApplication; 
        string header = app.Request.Headers["Authorization"]; 
        if (header == null || header.StartsWith("Basic") == false) return; 
        string userAndPassword = new ASCIIEncoding().GetString(Convert.FromBase64String(header.Substring(6).Trim())); 
        string username = userAndPassword.Substring(0, userAndPassword.IndexOf(':')); 
        string password = userAndPassword.Substring(userAndPassword.IndexOf(':') + 1); 
 
        // ユーザ名・パスワードをチェック 
        if ((username == "Administrator" && password == "p&ssw0rd")) 
        { 
            app.Context.User = new GenericPrincipal(new GenericIdentity(username), new string[] { }); 
            return; 
        } 
        else 
        { 
            app.Response.StatusCode = 401; 
            app.Response.StatusDescription = "Unauthenticated By Basic Authentication"; 
            app.Response.Write("401 Unauthenticated By Basic Authentication"); 
            app.CompleteRequest(); 
            return; 
        } 
    } 
 
    private void Application_EndRequest(object sender, EventArgs e) 
    { 
        HttpApplication app = sender as HttpApplication; 
        if (app.Response.StatusCode == 401) 
        { 
            app.Response.AppendHeader("WWW-Authenticate", "Basic realm=\"Azure Application\""); 
        } 
    } 
} 

C# 

p.248 

（参考） その他の Tips & Tricks 

－4. CDN の併用 

 Windows Azure コンピュートサービスでは、CDN を併用す
ることができるようになっている 

 CDN = Contents Delivery Network （キャッシュサーバ） 

 「動的に作り出されるが、しばらくの時間はキャッシュが可能」な Web 

ページでは、CDN をうまく併用することで、高速化を図ることが可能 

 動的に変化するショッピングサイトのような Web ページでは効果なし 

 ニュースサイトや天気予報ページのように、「アクセス集中する」「しばらく
の間はキャッシングできる」ような Web ページでは非常に有効に機能 

 

nakama.cloudapp.net 

Windows Azure 

コンピュートサービス 

CDN エッジサーバ 

（キャッシュサーバ） 

az25721.vo.msecnd.net 

キャッシュ 

直接サーバを 

見に行くのではなく... 

キャッシュサーバを 

見に行ってもらう 

（参考） CDN について 

• 全世界に約 30 拠点（日本にもある） 

• マイクロソフト独自のもの（akamai などのものを転用
しているわけではない） 

• DNS サーバが、エンドユーザに最も近いキャッシュ
サーバの IP アドレスを返すことによって動作する 

• 課金について要注意（CDN は個別のネットワーク課
金体系を持つため、価格表を参照のこと） 
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（参考） その他の Tips & Tricks 

－4. CDN の併用 

 CDN を利用するには、URL Rewrite を併用するとよい 

 CDN のエッジサーバは、クライアントからのリクエストを /cdn/ フォル
ダにマッピングし直して、Web ロールサーバにリクエストする 

 このため、Web サーバ上のコンテンツを、/cdn/ フォルダ下に移動して公
開する必要がある → URL Rewrite を使うと簡単にできる 

 さらに、適宜、コンテンツに対してプロキシサーバでのキャッシュ許可
を行う必要がある 

 通常キャッシュは private 指定（＝プロキシサーバでのキャッシュ不可） 

 HTTP ヘッダに、public 指定、max-age 指定が必要になる 

nakama.cloudapp.net 

キャッシュ 

az25721.vo.msecnd.net 

http://nakama.cloudapp.net/AAA/WebForm1.aspx 

http://az25721.vo.msecnd.net/ 

AAA/WebForm1.aspx 

http://nakama.cloudapp.net/ 

cdn/AAA/WebForm1.aspx 

URL が 

ずれる 
他のユーザからもアクセス 

されうることに注意して 

キャッシュ制御を行うこと 
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（参考） その他の Tips & Tricks 

－4. CDN の併用 

<configuration> 
  <system.webServer> 
    <rewrite> 
      <rules> 
        <rule name="Azure CDN"> 
          <match url="^cdn/(.*)" /> 
          <action type="Rewrite" url="{R:1}" /> 
        </rule> 
      </rules> 
    </rewrite> 
  </system.webServer> 
</configuration> 
 

web.config 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Response.Cache.SetMaxAge(TimeSpan.FromMinutes(5)); 
    Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.Public); 
} 

C# 

（注意） Web サイトが認証を行っている場合
は Cache-Control ヘッダーは自動的に 

private に変更されるなど、自動調整がかか
ることがある → Fiddler などを使って、きちん
とヘッダーを確認することを推奨 

URL Rewrite モジュールを使って、リクエストされた URL を自動
置換する 

 

例） http://nakama.cloudapp.net/cdn/AAA/WebForm1.aspx 

↓ 

{R:1} = AAA/WebForm1.aspx 

キャッシュコントロールの詳細については以下を参照 

Best Practices for the Windows Azure Content Delivery Network 

http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2011/03/18/best-

practices-for-the-windows-azure-content-delivery-network.aspx 
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（参考） その他の Tips & Tricks 

－5. ロールインスタンスのイベントハンドラ 

 RoleEntryPoint/RoleEnvironment クラスには、起動処理や
終了処理をカスタマイズするためのイベントが多数存在する 

 慣れないうちはこれらのイベントの意味や呼び出し順序などがわかり
にくいため、ここにまとめて整理する 

 主なイベントやメソッドは以下の通り 

 起動・終了に関わるイベントやメソッド 

 RoleEntryPoint.OnStart() メソッド 

 ロールインスタンス起動時に呼び出される 

 false を返すと異常終了になるため、true を返すこと 

 true : インスタンスの Status が Busy から Ready に変わる 

 false : 通常のシャットダウンプロセスを経ずに即時に強制終了される 

 RoleEntryPoint.Run() メソッド 

 Web ロールでは、スリープする処理が記述されている 

 Worker ロールの場合には、このメソッドをオーバライドする 

p.252 

（参考） その他の Tips & Tricks 

－5. ロールインスタンスのイベントハンドラ 

 RoleEnvironment.Stopping イベント 

 ロードバランサから切り離された後、OnStop() メソッドが呼び出される前に
呼び出される 

 RoleEntryPoint.OnStop() メソッド 

 ロールが停止しなければならなくなった際、穏やかに終了するために呼び出
される 

 true を返すと正常終了、false を返すと異常終了扱い（基本は true を返す） 

 30 秒かかっても終了しなかった場合には、強制終了される 

 AppDomain.UnhandledException イベント 

 未処理例外が発生した場合に呼び出されるイベントハンドラ 

 このメソッドが呼び出されるような異常事態が発生した場合には、Stopping 

イベントハンドラ、OnStop() メソッドのどちらも呼び出されない 

 構成設定変更に関わるイベント 

 RoleEnvironment.Changing イベント 

 構成設定が実際に変更される直前に呼び出される 

 Cancel を設定する（＝アプリ側で構成設定を受け入れられないと返す）と、
ロールインスタンスのリサイクルが行われる 
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（参考） その他の Tips & Tricks 

－5. ロールインスタンスのイベントハンドラ 

 RoleEnvironment.Changed イベント 

 構成設定の変更が適用された後で呼び出される 

 ヘルスチェックに関わるイベント 

 RoleEnvironment.StatusCheck イベント 

 10 秒おきにランタイムから呼び出されるイベント 

 以下の 3 つのいずれかを行う 

 特に異常がない場合には、Ready を返す 

 ロードバランサから一時的に切り離したい場合には、Busy を返す 

 以降の .StatusCheck イベント時に Busy を返し続けると、その
間はロードバランサから切り離しが行われ続ける 

 ヘルスチェック中に異常が見つかった場合には、.RequestRecyle() メ
ソッドを呼び出す 

 より詳細な情報を知りたい場合には、以下を参照のこと 

 Responding to Role Topology Changes 

 http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2011/01/04/respondi

ng-to-role-topology-changes.aspx 

 

 

 

（参考） ロードバランサからの
切り離しは、非同期で行われる 
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（参考） その他の Tips & Tricks 

－5. ロールインスタンスのイベントハンドラ 

 （参考） Web ロールの glogal.asax のスタートアップ関連イ
ベントまで含めた起動・終了シーケンスは以下の通り 

 ① WaIISHost.exe が起動する 

 ② WaIISHost.exe 内で RoleEntryPoint.OnStart() が行われる 

 このタイミングではまだ w3wp.exe は起動していない 

 昇格特権を使えば、web.config の書き換えも可能 

 ③ w3wp.exe が起動する 

 ④ w3wp.exe 内で Global.Application_Start() が呼び出される 

 ⑤ Web アプリケーションが動作する 

 ⑥ w3wp.exe 内で Global.Application_End() が呼び出される 

 ⑦ WaIISHost.exe 内で RoleEntryPoint.OnStop() が行われる 

 ⑧ WaIISHost.exe が終了する 
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（参考） その他の Tips & Tricks 

－6. 自動スケールアウト機能の作り方 

 Azure は標準では自動スケーリング機能を備えていないが、
必要であれば作り込みにより対応することが可能 

 WAD （Module 6）から性能情報を入手し、Service Management 

API （Module 5）経由でインスタンス数を増減させればよい 

 具体的なサンプル → Web サイトを参照 

 

 しかし、実際に自動スケーリングを行うのはかなり難しい 

 意図と反するスケールアウト／スケールダウンをされると、かえって
システムのパフォーマンスを損なうことになる 

 実際に自動スケーリング制御を行うためには、以下のようなポイント
を検討しなければならない 

（参考）Dynamic Scaling Windows Azure 

http://blogs.msdn.com/innov8showcase/archive/201

0/04/14/dynamic-scaling-windows-azure.aspx 

http://code.msdn.microsoft.com/azurescale 
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（参考） その他の Tips & Tricks 

－6. 自動スケールアウト機能の作り方 

 主な検討ポイント 

 トラフィック変動パターンの類型化 

 定期的なトラフィック変動（例：昼間／夜間など、決まったトラフィック変動） 

 想定可能なトラフィックの急増（例：キャンペーン実施、チケット販売など） 

 想定不可能なトラフィックの急増（例：地震・津波情報の Web ページなど） 

 ビジネスルールの定義（どのメトリクスに基づいてマシンを増減させるか） 

 メトリクスの検討（一時的・突発的なピークに反応しないように、移動平均
値などを見る必要がある） 

 増減マシン台数の上限・下限の検討（課金も関わるため） 

 通知 API の設計（増加・減少させた場合にどのように運用担当者に通知す
るのかも検討する必要がある） 

 上記のようなことは汎用化しづらいため、ロジックの作り込みが必要 

 現時点では、汎用的なロジックを作るよりも、特定システム向けにロジッ
クを作るほうが現実的 

 時間帯に応じてインスタンスを自動的に増減させ、あとは手動で行う、と
いった程度に留めておくとやりやすい 
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Windows Azure コンピュートサービス まとめ 

 Windows Azure コンピュートサービスを利用すると、開発し
たアプリケーションをアップロードして動かすことができる 

 Web ロール、Worker ロールのサーバを組み合わせて、柔軟なサー
ビスを構成することができる 

 ただし通常の Windows サーバとは異なる点も多いため注意が必要 

 主に注意すべき点としては以下のようなものがある 

 1. サーバの内部構造 

 ドライブ構成が特殊、ローカルストレージは基本的に使えない、国際化対
応が必要 

 2. ロードバランサの特徴 

 セッションアフィニティ機能はない、ASP.NET セッションプロバイダの適
切な選択が必要、長時間処理は強制切断される 

 3. スタートアップ処理 

 OnStart() メソッドやスタートアップコマンドを使うと、初期化処理を書ける 

Module 4 

Windows Azure ストレージサービス 

Windows Azure Storage Service 
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Windows Azure ストレージサービス Agenda 

 Windows Azure ストレージサービスとその使い方について
解説する 

 Windows Azure ストレージサービスとは何か 

 内部動作アーキテクチャ 

 基本的な使い方 

 各ストレージの特徴と使い方 

 （参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

p.260 

Windows Azure ストレージサービスとは何か 

 大規模・大容量の高信頼性ディスクストレージサービス 

 TB 級のデータを格納することができる、大規模ストレージサービス 

 格納可能なデータ構造として、以下の 3 種類が定義されている 

 A. BLOB （巨大なバイナリデータ） : メディアファイルなどの格納に最適 

 B. Table （ハッシュテーブルデータ） : キー付きのデータの保存に最適 

 C. Queue （メッセージキュー） : Azure サーバ間の通信に利用 

 SQL Azure に比べて、安価かつ大容量なストレージになっている 

 このため、SQL Azure と上手に使い分ける必要がある 

Windows Azure 

コンピュート 

サービス TCP/IP 

(TDS) 

SQL Azure 

データベース 

サービス 

Windows  

Azure 

ストレージ 

サービス 

HTTP 

REST 

業務 

データ 

巨大な 

データ 
BLOB 

Table 

Queue 

容量 価格 (*1) 機能 

最大 50GB 

× 容量小 
\874/GB/月 

△ 高価格 
RDBMS 

◎ 高機能 

最大 100TB 

◎ 容量大 
\13/GB/月 

◎ 低価格 
Key-Value 

× 低機能 

※ ストレージの価格についてはエディションなどによる違いも 

  あるため、正確なデータは価格表を参照。（ここでは SQL  

  Azure とストレージサービスの価格差を見てもらうために 

  わかりやすく示した） 

※ 「高価格」「低価格」はあくまでこの 2 つの間の比較。例えば 

  オンプレミス SQL Server と比べたら、SQL Azure も低価格 

  となる。 
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Windows Azure ストレージサービスとは何か 

－代表的な使い方 

 Windows Azure ストレージの代表的な使い方としては、以
下のようなものがある 

 ログデータの転送先（Windows Azure Diagnostics） 

 コンピュートサービスの各仮想マシンから、イベントログやパフォーマンス
ログなどを転送し、保存する（→ Module 6） 

 バイナリファイルの保存先 

 ファイルサーバの代替として、巨大なバイナリファイル（.jpg, .wmv, .zip,  

.pdf など）を保存しておく 

 業務ログデータの保存先 

 SQL Azure データベースでは保存しきれない、巨大な業務データの過
去履歴を保存しておく 

 特に、ログデータの転送・保存については、ほぼすべてのシ
ステムで実施することになるはず 

 このため、Azure ストレージサービスを理解しておくことは重要になる 

p.262 

Windows Azure ストレージサービスとは何か 

－以降の解説について 

 本 Module では、以下のようなスタンスで解説する 

 各ストレージ（Blob, Table, Queue）の特性や特徴を理解する 

 各ストレージがどのようなもので、どのような用途に使うものなのかを理
解する 

 各ストレージは主にツールから読み書きするとして解説する 

 Windows Azure MMC などから読み書きするものとして解説する 

 ストレージをアプリケーションからプログラムコードで読み書きする方法に
ついては、最小限に絞って解説する 
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内部動作アーキテクチャ 

 Windows Azure ストレージサービスは、内部的には複数の
物理サーバから構成されている 

 フロントエンドのロードバランサが適切なサーバに振り分け 

 その後、各データは、少なくとも 3 つのノードに自動的に複製される 

 これにより、1 アカウントあたり最大 100 TB のデータを安全に保持 

 ストレージへのアクセスには HTTP REST プロトコルを利用 

 クライアントライブラリが提供されているので、実際の実装は容易 

ロードバランサ 

HTTP REST プロトコル 

更新 

複製 

更新 

複製 

適切なサーバに 

ルーティング 

分散 

保持 

外から見ると、まるで一つ
の巨大なストレージである
かのように見える 

Windows Azure ストレージサービス 

クライアント 

ライブラリ 

ユーザ 

アプリ 

簡単に 

記述可能 

※ 実際には同一 DC 内での 3 

多重化に加え、さらに、同一リー
ジョン内の別 DC へ非同期で
データが複製されている（後述） 

p.264 

内部動作アーキテクチャ 

－（参考） スケーラビリティ目標について 

 Windows Azure ストレージでは、データが分散保持される 

 （参考） ノード分散キー（パーティションキー）は以下の通り 

 Blob : コンテナ名＋Blob 名で分散 

 Table : テーブル名＋パーティションキーで分散 

 Queue : キュー名で分散 

 これにより、以下のような性能目標を掲げている 

 ストレージアカウントあたり 

 最大 5,000 RPS、最大 数 100 MB/sec 

 Blob パーティション 

 パーティションあたり 60 MB/sec 

 Table, Queue パーティション 

 500 エンティティ/メッセージ/sec 

 これらの制限を超えると、503 server busyが返されることがある 

 これらの制限を超えたい場合には、アカウントやパーティションを分割 

（参考） Windows Azure ストレージサービスの内部アーキテクチャについて 

・Windows Azure Storage Architecture Overview 

 http://blogs.msdn.com/b/windowsazurestorage/archive/2010/12/30/windows-
azure-storage-architecture-overview.aspx 

・Windows Azure Storage Abstractions and their Scalability Targets 

 http://blogs.msdn.com/b/windowsazurestorage/archive/2010/05/10/windows-
azure-storage-abstractions-and-their-scalability-targets.aspx 
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基本的な使い方 

 Windows Azure ストレージサービスの基本的な使い方とし
て、以下を解説する 

 1. ストレージの作成方法 

 2. 接続アカウント情報 

 3. 主なツールとその使い方 

p.266 

基本的な使い方 

－1. ストレージの作成方法 

 ポータルサイトから、ストレージアカウントを作成する 

 "Storage Accounts" の "New Storage Account" から、ストレージを
作成する 

 この作業により、Blob, Table, Queue のストレージがまとめて作成 

 Blob ストレージ → http://○○○.blob.core.windows.net/ 

 Table ストレージ → http://○○○.table.core.windows.net/ 

 Queue ストレージ → http://○○○.queue.core.windows.net/ 
利用するサブスクリプション
（Azure の契約）を指定 

アクセスに利用する URL 名
を指定 

サービスを作成するデータ
センタを指定（East Asia = 

香港のデータセンタ） 
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基本的な使い方 

－2. 接続アカウント情報 

 ストレージが作成されたら、接続に必要な情報を集める 

 アカウント名、共有キー、エンドポイント URL （3 つ）を調べる 

 カスタムドメイン（CNAME）を使っていない場合は、エンドポイント URL 

はアカウント名から固定的に決定される（デフォルトエンドポイント） 

※ （参考） 二つのアクセスキー（Primary, Secondary）について 

・ Azure ストレージを作成すると、2 つのキーが与えられるが、 

 どちらを利用してもストレージにはアクセスできる（キーとして 

 の差異はない） 

・ 2 種類のキーが提供されているのは、管理上の利便性向上 

 のため（片方のキーを普段使いとし、万が一セキュリティ上の 

 リスクに晒されたらすぐに置換する、といった使い方をする） 

エンドポイント 

p.268 

基本的な使い方 

－2. 接続アカウント情報 

 開発環境のストレージエミュレータについて 

 開発環境で利用するストレージエミュレータは、アカウント名や共有
キーが予め定められており、変更することができない 

 下記の値を利用する 

 エンドポイントの URL など 

が運用環境のものと大きく 

異なるため、注意すること 

  開発環境 運用環境（例） 

アカウント名 devstoreaccount1 nakama 

共有キー Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1O
UzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZ
FPTOtr/KBHBeksoGMGw== 

sLyGGvOHJszS9wABrog4HhrxN+8ICH0A/d
XASDKLSJS/6Cm4S9c3TDH+CRRo8Tj5vIpg
YfB7yArq1+xWjDSg== 

BLOB http://127.0.0.1:10000/devstoreaccount1 http://nakama.blob.core.windows.net 

Queue http://127.0.0.1:10001/devstoreaccount1 http://nakama.queue.core.windows.net 

Table http://127.0.0.1:10002/devstoreaccount1 http://nakama.table.core.windows.net 

固定 

※ ストレージエミュレータは、内部的には SQL Server 

 Express Edition を使って作られている（本番環境の 

 ストレージサービスでは SQL Server は使っていない） 

※ 開発環境と運用環境の相違点については以下を参照 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/dd320275.aspx 
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基本的な使い方 

－2. 接続アカウント情報 

 情報を入手したら、接続文字列を作成しておく 

 実際のアプリケーションでは、これらの接続アカウント情報を、接続文
字列にまとめて取り扱うことになる 

 以下のような形でひとつの接続文字列にとりまとめておき、Visual 

Studio などから設定して使う 
■ デフォルトエンドポイントを使う場合 
DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=nakama;AccountKey=4K2ugI1Jx/hj9QW3pZfO2BdadZXFZ
ulWx1oWRxYKeY+ESOkLtJdoaVBiGnXWSYnJFd2RhP1TUQs/Tx84PMt/sQ== 
 
■ 個別にエンドポイントを指定する場合 
BlobEndpoint=http://127.0.0.1:10000/devstoreaccount1;QueueEndpoint=http://127.0.0.1:10001/
devstoreaccount1;TableEndpoint=http://127.0.0.1:10002/devstoreaccount1;AccountName=devstor
eaccount1;AccountKey=4K2ugI1Jx/hj9QW3pZfO2BdadZXFZulWx1oWRxYKeY+ESOkLtJdoaVBiGnXWSYnJFd2Rh
P1TUQs/Tx84PMt/sQ== 
 
■ 開発環境（ストレージエミュレータ）を使う場合 
UseDevelopmentStorage=true 
 
※（参考）Fiddler などで通信をキャプチャしたい場合は以下のように指定する（SDK 1.3 以降） 
UseDevelopmentStorage=true;DevelopmentStorageProxyUri=http://ipv4.fiddler 

接続文字列 

p.270 

基本的な使い方 

－3. 主なツールとその使い方 

 実際の開発時や運用時には、Azure ストレージの操作ツー
ルを併用するとよい 

 Blob に直接 FTP のようにファイルをアップしたり、SSMS のように 

Table 内のデータを直接見たり書き換えたりしたい場合に便利 

 代表的なツールとしては、以下の 3 つがある 

 Windows Azure MMC が最も汎用的（サポートがない点は要注意） 

 開発時は Visual Studio も併用すると便利 

 より高度な機能を利用したい場合には、3rd party 製品の利用を推奨 

  ① Windows Azure MMC ② Visual Studio 2010 ③ myazurestorage.com 

開発時 ○ ○（参照のみ、キュー不可） ×（利用できない） 

運用時 ○ ×（通常は利用しない） ○（必要に応じて） 

特徴 
MMC スナップインからスト
レージを操作することが可能 

サーバエクスプローラから直
接ストレージを見ることが可能 

Web から直接ストレージを見
ることが可能 

入手方法 
http://code.msdn.microsoft.co
m/windowsazuremmc 

Azure Tools for Visual Studio 
1.2 以降をインストール 

http://myazurestorage.com/ 

※ 実際に利用する場合にはサポート有無に注意すること 

（例：Windows Azure MMC は非常に便利だが、マイクロソフト製品としての
サポートはなく、コミュニティベースのサポートしかない） 

※ 3rd party 製のソフトも必要に応じて使うとよい 

例： Cerebrata社 Cloud Storage Studio 
http://www.cerebrata.com/Products/CloudStorageStudio/ 

http://www.cerebrata.com/Products/CloudStorageStudioE/Default.aspx 

その他のツールとして、Storage Service Smart Client も参考になる 
http://blogs.msdn.com/b/paolos/archive/2011/02/21/yet-another-

application-to-handle-windows-azure-storage-services.aspx 

http://archive.msdn.microsoft.com/appfabriccat/Release/ProjectReleases

.aspx?ReleaseId=5474 
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基本的な使い方 

－3. 主なツールとその使い方 

 ① Windows Azure MMC 

 MMC を開き、接続アカウントを指定すると、Blob, Queue, Table を
開いて操作することができる 

• 開発用ストレージも、運用環境の Azure 

ストレージもどちらも操作可能 

• BLOB, Table, Queue すべて操作可能 

• ファイルやデータのアップロードや編集な
どの操作も（ある程度）可能 

※ 実際の利用時には、Service Management API 証明書の設定が必要（詳細は Module 5 にて解説） 

p.272 

基本的な使い方 

－3. 主なツールとその使い方 

 ② Visual Studio 2010 

 サーバエクスプローラからストレージサービスを参照できる 

 書き込み不可、Blob と Table の表示しかできない 

・開発用ストレージも、運用環境の Azure ストレー
ジもどちらも操作可能 

・BLOB, Table のみ、かつ参照のみ 

・とりあえずデータの中身を確認したい場合に便利 

・管理ツールのように使うことは事
実上できない 

・開発・デバッグ時に、中身をすば
やく確認する目的で使うとよい 

※ 実際の利用時には、Service Management API 証明書の設定が必要（詳細は Module 5 にて解説） 
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基本的な使い方 

－3. 主なツールとその使い方 

 ③ myazurestorage.com 

 Web 上からストレージを確認できる 

 使い勝手は悪いが、すぐさまストレージを確認できる点は便利 

・ Web 上から、Azure 運用環境のスト
レージの中身を確認できるツール 

・Blob, Table, Queue すべてを操作可能 

p.274 

各ストレージの特徴と使い方 

 以降にて、各ストレージの特徴と使い方のキーポイントにつ
いて解説する 

 1. Blob ストレージ 

 命名規約、フェイクフォルダ、パブリックアクセス、メタデータ付与、CDN、
Page Blob vs Block Blob 

 2. Table ストレージ 

 命名規約、PartitionKey/RowKey、分散検索処理、データ取得上限 

 3. Queue ストレージ 

 命名規約、キューとしての特性 
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各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

 巨大なバイナリデータ（バイナリファイル）の格納に最適化さ
れたストレージシステム 

 Blob = Binary Large OBject、巨大なバイナリデータファイル 

 例） 典型的には、.wmv, .wav, .mp3, .jpg などのマルチメディア系のファ
イル、.vhd, .zip などの巨大なデータファイルなどが該当する 

 外から見ると、1 階層のファイルシステムであるかのように扱える 

 public 設定にしておけば、一般のクライアントからも自由にアクセス可能 

 

ロード 

バランサ 

HTTP/HTTPS 

（REST 操作） folder1 

folder2 

HTTP/HTTPS 

Windows Azure ストレージサービス 

（private 設定） 

（public 設定） 

http://nakama000.blob.core. 

windows.net/folder2/myfile.wmv 
myfile.wmv 

実際にはファイルは分散格
納されているが、あたかも
巨大な一つのストレージに
格納しているかのように見
える ＆ 操作できる 

認 

証 

p.276 

各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

 Blob ストレージは、右図の 

ような階層構造になっている 

 第 1 階層目のフォルダを 

「コンテナ」と呼ぶ 

 コンテナ単位に public/priv 

ate アクセスを設定可能 

 コンテナの下側に、「ブロブ」 

と呼ばれるバイナリファイル 

が並ぶ 

 1 ファイルの最大は 50 GB 

（※ 正確には Blob の種類 

に依存） 

movies 

pictures 

Desert.jpg 

Jellyfish.jpg 

Penguins.jpg 

Tulips.wmv 

Hydrangeas.wmv 

Koala.wmv 

zipfiles 

aaa.zip 

bbb.zip 

ccc.zip 

Blob ストレージ 
コンテナ 

Blob 
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各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

 Blob ストレージに関しては、以下のことを知っておくとよい 

 ① 命名規約 

 ② フェイクフォルダ 

 ③ パブリックアクセス 

 ④ メタデータ付与 

 ⑤ Page Blob と Block Blob 

 ⑥ CDN 

 

p.278 

各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

 ① 命名規約 

 Blob ストレージに関しては命名規約に比較的厳しい制限事項がある
ため、注意してコンテナや Blob の名称を決定すること 

 コンテナ名は半角小文字のみであることに特に注意する 

 詳細な制限事項は以下の通り 

 Windows Azure Details and Limitations Blobs, Tables, and Queues 

 http://weblogs.asp.net/vblasberg/archive/2009/02/17/azure-details-and-

limitations-blobs-tables-and-queues.aspx 

Blob 名 コンテナ名 

• 1,024 文字以内 

• 文字の組み合わせは自由だが、URL 

 として適切にエスケープされていること 

• デリミタをつけることで階層構造に似た 

 ものを作成できる（ただし階層としては 

 認識されない） 

• DNS 名として有効であること 

• 半角小文字のみ可（半角大文字不可） 

• 3 ～ 63 文字 

• 半角英数字（小文字）とハイフンのみ 

• 文字または数字から始まること 

• ハイフンの直後に文字か数字が続くこと 
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各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

 ② フェイクフォルダ（見せかけフォルダ）の利用 

 物理的には 1 階層のストレージだが、ファイル名に "/" を利用するこ
とによって、あたかもフォルダがあるかのように扱うことができる 

 ただし、アクセス権の設定などはコンテナ 

単位にしか行うことがない（あくまでフェイク） 

 具体例） 

物理的には 1 階層の

ファイルシステムだが、
ファイル名に "/" を使う
ことによって．．． 

論理的にはフォルダが
あるかのようにみなし
て使うことができる！ 

（参考） Blob ストレージのルートにファイルを置きたい場合には、
"$root" という名称のコンテナを作り、そこにファイルを配置する 

（例えば、クロスドメインアクセスのポリシーファイル
（ClientAccessPolicy.xml ファイルなど）をストレージのルート
フォルダに配置したい場合にこの方法を利用する） 

p.280 

各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

 ③ パブリックアクセス 

 コンテナ作成時に「public」を指定すると、HTTP GET 方式でも Blob 

データを読み出すことができる 

 通常は、HTTP REST プロトコル上に鍵情報をつけて読み書きする 

 public アクセス可とすると、読み出しを HTTP GET で行えるようになる 

 以下の URL で読み出すことが可能 

 http://account 名.blob.core.windows.net/container 名/blob 名 

 

 
ロード 

バランサ 

HTTP/HTTPS 

（REST 操作） folder1 

folder2 

HTTP/HTTPS 

Windows Azure ストレージサービス 

（private 設定） 

（public 設定） 

http://nakama.blob.core.windows.net/ 

pictures/Chrysanthemum.jpg 

（読み出しのみ、書き込み不可） 

Chrysanthe 

mum.jpg 

認 

証 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－141 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.281 

各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

 ③ パブリックアクセス（続き） 

 （参考） Shared Access Signature を利用すると、private 設定され
ているコンテナのデータを HTTP GET にて読み出すことができる 

 従来、Blob のアクセス権は public/private の 2 択だったが、Shared 

Access Signature を使うことで、細かなアクセス権制御が可能になる 

 private コンテナのデータをブラウザで読み出す場合などに利用 

 むやみに使うと危険なので、注意して利用すること 

ロード 

バランサ 

HTTP/HTTPS 

（REST 操作） folder1 

folder2 

Windows Azure ストレージサービス 

（private 設定） 

（public 設定） 

http://nakama.blob.core.windows.net/ 

pictures/Chrysanthemum.jpg 

（鍵なしで読み出し可能） 

Chrysanthe 

mum.jpg 

認 

証 

（参考）  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee395415.aspx 

http://blog.smarx.com/posts/uploading-windows-azure-blobs-from-

silverlight-part-1-shared-access-signatures 

p.282 

各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

 ③ パブリックアクセス（続き） 

 （参考） Blob ストレージに画像データなどを保存している場合 

 アプリケーション内でこうした画像を扱っている場合、HTTP ハンドラ経由
でデータを取り出させるという方法も考えられる 

 Shared Access Signature を使って Blob ストレージに直接アクセスさせる
のは、セキュリティ的な観点から望ましくない 

 HTTP ハンドラであれば、アプリケーション処理の一部として、データ取り出
しを行わせることができる 

Azure 環境 

SQL Azure Web Role サーバ 

Windows Azure 

Blob ストレージ 
エンドユーザ 

画像・メディア 

ファイル 

http://nakama.cloudapp.net/ 

HTTP ハンドラ経由で 

データを取り出し 

Shared Access Signature を 

使ってデータを読み出させる 

HTTP ハンドラ 

（参考） Shared Access Signature を使ってエ
ンドユーザにアクセスさせることが望ましくない
理由 

・ Shared Access Signature にはユーザ情報
が含まれない（＝コピーされると誰でもアクセ
スできてしまう） 

・ Blob ストレージ側ではそもそもアクセスログ
が取れない 

これらの問題は、Web Role サーバ経由で 

Blob ストレージにアクセスさせるようにするこ
とで解消することができる 
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<%@ WebHandler Language="C#" Class="GetBlobHandler" %> 
 
using System; 
using System.Web; 
using System.IO; 
using System.Text.RegularExpressions; 
using Microsoft.Win32; 
using Microsoft.WindowsAzure.StorageClient; 
using Microsoft.WindowsAzure; 
 
public class GetBlobHandler : IHttpHandler 
{ 
    private static string connectionString = 
"DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=nakama;AccountKey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX=="; 
 
    public void ProcessRequest(HttpContext context) 
    { 
        // 以下のような文字列で呼び出されることを想定 
        // http://localhost:16297/WebSite3/GetBlobHandler.ashx?blobPath=/pictures/Chrysanthemum.jpg 
         
        string blobPath = context.Request.QueryString["blobPath"]; 
        string containerName = blobPath.Substring(1, blobPath.IndexOf('/', 1) - 1); 
        string blobName = blobPath.Substring(blobPath.IndexOf('/', blobPath.IndexOf('/', 1)) + 1); 
 
        if (Regex.IsMatch(containerName, @"^([a-z]|\d){1}([a-z]|-|\d){1,61}([a-z]|\d){1}$") == false) 
throw new ApplicationException("コンテナ名が不正 " + containerName); 
 
（次ページへ続く） 

C# 

Blob データにアクセス
するためのハンドラ 

※ コードの意味については、後述

するアプリケーションコーディング
例を参照のこと 

（参考） Blob データを読み出してデータを返すハンドラ実装例 

p.284 

 

 
        // Blob データの読み出し 
        CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(connectionString); 
        CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient(); 
        CloudBlobContainer blobContainer = blobClient.GetContainerReference(containerName); 
        CloudBlob blob = blobContainer.GetBlobReference(blobName); 
        byte[] data = blob.DownloadByteArray(); 
 
        // Content-Type の自動決定（レジストリから自動解決） 
        string contentType = "application/octet-stream"; 
        string extension = Path.GetExtension(blobName).ToLowerInvariant(); 
        RegistryKey key = Registry.ClassesRoot.OpenSubKey(extension); 
        if (key != null && key.GetValue("Content Type") != null) 
        { 
            contentType = key.GetValue("Content Type").ToString(); 
        } 
 
        context.Response.ContentType = contentType; 
        context.Response.OutputStream.Write(data, 0, data.Length); 
    } 
 
    public bool IsReusable 
    { 
        get 
        { 
            return false; 
        } 
    } 
 
} 

C# 

比較的簡単なコードで、 

 

• あたかも Blob データが Web サーバ

上にあるかのように取り扱うことができ
るようになる 

• エンドユーザに対して、Blob ストレージ
にアクセスするためのキーや署名情報
を公開しなくて済むようになる 

• アクセスログが取れるようになる（※ 

Azure Blob ストレージにはアクセスロ
グを取得する機能がないため） 
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各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

 ④ メタデータ付与 

 Blob データには、各種のメタデータ（プロパティ）を付与できる 

 これらのメタデータは、HTTP GET でのアクセスの際などに利用される 

 中でも重要なのは、ContentType プロパティ 

 これが正しく指定されていないと、public アクセス可能な Blob をブラウ
ザから取得する場合にデータ化けなどが発生してしまうため注意する 

（参考） ContentType の指定について 

ツールからファイルをアップロードする場合には、
ほとんどのケースにおいて ContentType が自動
的に決定されて自動的に書き込まれている 

コンテンツのアップロードツール 

p.286 

 ④ メタデータ付与（続き） 

 （参考） メタデータ付与を応用した、コンテンツの gzip 圧縮転送 

 Blob ストレージは、格納されているデータファイル（バイトストリーム）を
そのまま送出する機能しかない 

 このため、生のデータファイルはそのままのサイズでデータ転送される 

 結果、ネットワーク転送料金に跳ね返ってきやすくなってしまう 

 以下のようにすると、gzip 圧縮転送させることができる 

 Blob ストレージに、データを gzip ストリーム圧縮された状態で格納しておく 

 ContentEncoding プロパティを指定しておく 

Windows Azure Blob 

ストレージサービス 

各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

生のデータファイル 

gzip ストリーム圧縮 

された状態のデータファイル 

そのまま転送（＝サイズ巨大） 

gzip 圧縮された状態で転送（＝サイズ小） 
ContentEncoding = gzip を指定 

※（参考） 実システムではこの方式は推奨しない 

 （メタデータプロパティの使い方としてよい例なので 

  取り上げたが、この方法では gzip 圧縮転送をサ 

  ポートしていないブラウザに対応できなくなる） 

 このような場合には、前述した HTTP ハンドラ方式 

 を利用し、Web Role サーバで動的に gzip 圧縮 

 してレスポンスを返すとよい 
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各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

 ⑤ Page Blob と Block Blob 

 ここまで解説を簡単にするために採り上げなかったが、厳密には 

BLOB には以下の 2 種類がある 

 Block Blob : ファイルを 4MB 単位のブロックに分割して内部で保存 

 巨大ファイルのストリーミング（＝リードアクセス）に有効な方式 

 .zip ファイルや .wmv ファイルなどの巨大バイナリファイルの格納に最適 

 Page Blob : ファイルを 512byte 単位のページに分割して内部で保存 

 Blob 内に格納されたバイナリデータへのランダムアクセスに適した方式 

 Windows Azure Drive ストレージで利用されている 

 Blob を操作する際にタイプを指定することで、Block Blob, Page 

Blob を取り扱うことができる 

 本 Module で主に解説しているような「巨大な 1 つのファイルを置く」
ケースでは、Block Blob を使えばよい 

 ファイルを置いたあと、内部データへランダムアクセスしたいような場合
には、Page Blob を利用する 

※ （参考） データサイズ上限値について 

・Block Blob, Page Blob のストレージとしてもデータ 

 サイズ上限値はそれぞれ 200GB、1TB 

・ただし、利用する API によって、利用可能な Blob  

 の種類とサイズが変わる 

 ① 以前からある Blob API （前掲のコード） 

  → Block Blob のみ操作可能、最大容量 50GB 

 ② Block Blob, Page Blob 専用の API 

  → 各ストレージを最大容量まで操作可能 

p.288 

各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

 ⑥ CDN 

 public アクセス可能な Blob ストレージについては、CDN を併用する
ことができる 

 Blob ストレージの典型的な使い方のひとつに、大規模なバイナリデータ
ファイル配布がある（例：Windows Update など） 

 こうした目的に応えられるように、public アクセス可能な Blob ストレージ
では、CDN を簡単に併用できるようになっている 

 （参考） コンピュートサービスの場合と異なり、URL アドレスがずれて
しまうようなことはない 

nakama.blob.core. 

windows.net 

キャッシュ 

az4439.vo.msecnd.net 

http://nakama.blob.core.windows.net/pictures/Desert.jpg 

http://az4439.vo.msecnd.net 

/pictures/Desert.jpg 

http://nakama.blob.core.windows 

.net/pictures/Desert.jpg 

コンピュートサービスに 

対する CDN キャッシュ 

Blob ストレージに 

対する CDN キャッシュ 

Windows Azure 

Blob ストレージ 

CDN エッジサーバ 

（キャッシュサーバ） 
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各ストレージの特徴と使い方 

－1. Blob ストレージ 

 ⑥ CDN（続き） 

 （参考） CDN 上でのキャッシュコントロールについて 

 既定では、CDN は 3 日間、コンテンツをキャッシュする 

 キャッシュ保持期間を変更したい場合は、Blob のプロパティを設定する 

 blob.Properties.CacheControl = "max-age=7200"; （= 2h） 

 （参考） CDN インフラについて 

 可用性 99.95 %、全世界 20 拠点以上、スループット 2TB/sec 以上 

 もともとマイクロソフトが 3 年以上内部的に使っていたものを、Azure の顧客
に解放したもの 

 Windows Update, Zune Video, MSN Ads, Beijing Olympics などで利用 

 事例 

 Bing Maps（Windows Azure の CDN を利用） 

 http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?C

aseStudyID=4000007807 

 MSN 産経フォト（※ コンピュートサービスの CDN） 

 http://photo.sankei.jp.msn.com/ 
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各ストレージの特徴と使い方 

－2. Table ストレージ 

 プレインオブジェクトを分散格納することができるストレージ 

 プロパティ値のみを持つようなオブジェクトを、二つのキーにより一意
化して、分散保有する設計になっているストレージ 

 PartitionKey : データを複数のグループに分割するためのキー 

 RowKey : 当該パーティションの中での一意識別キー 

 キーを上手に設計することにより、超巨大なデータの検索処理を効
率よく実行していくことができるように設計されている 

 

ロード 

バランサ 

HTTP/HTTPS 

（REST 操作） 

Windows Azure ストレージサービス 

認 

証 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "AAA" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "BBB" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "CCC" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

プロパティ値を持ったプレイ
ンオブジェクト（エンティティ
オブジェクト）を、複数のパー
ティションに分割して格納す
る 

public class Author 
{ 
    public string au_id { get; set; } 
    public string au_name { get; set; } 
    .... 
} 

C# 

※ 実際に使う場合には 

  制御用フィールドが 

  必要（後述） 
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各ストレージの特徴と使い方 

－2. Table ストレージ 

 実際の内部データ構造は左図の方が近いが、多くのツール
では、これを表形式に直して表示するようになっている 

 1 オブジェクト＝1 レコードとみなして、表形式に変換して表示する 

 このために "Table ストレージ" と呼ばれているが、内部構造は表形
式とは似ても似つかない構造である 

 このため実際の利用に関しては、RDBMS のテーブルとは
異なるものとして考えなければならない 

 RDBMS のテーブルのように捉えてアプリケーションを設計すると、
様々な問題が発生する 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "AAA" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey RowKey au_id au_name state 

AAA 172-32 172-32 Nobuyuki CA 

AAA 213-46 213-46 John IN 

BBB 238-95 238-95 Green CA 

CCC 427-17 427-17 Dull KS 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "BBB" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "CCC" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

ツール上は 

グリッド形式で表示 
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各ストレージの特徴と使い方 

－2. Table ストレージ 

 Table ストレージについては、以下のことを知っておくとよい 

 ① RDBMS のテーブルとの違い 

 ② 格納するデータの構造に関する制約 

 ③ パーティションキーによるノード分散処理 

 ④ Key-Value ストレージのトランザクション処理の考え方 

 ⑤ 命名規約とデータ型に関する制約 
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各ストレージの特徴と使い方 

－2. Table ストレージ 

 ① RDBMS のテーブルとの違い 

 "Table" といっても、いわゆる RDBMS のテーブルとはかなり異なる 

 オブジェクト＝行、プロパティ＝列と捉えれば、確かにテーブル的な構造 

 しかし、RDBMS のテーブルとは大きく異なる点がある 

 主な相違点は以下の通り 

 テーブル間にリレーションシップを定義できない 

 Join 処理が不可（単独テーブルへの出し入れのみ） 

 トランザクション処理が基本的に不可（一連のデータの読み書きを 1 トラ
ンザクションに束ねることができない） 

 任意の列にインデックスを付与することができない 

 1 つのテーブルに、異なる構造のオブジェクトを格納できる 

 

同一テーブルの同一パー
ティション内の複数データに
限り、一括書き込みが可能
だが、使い方が特殊（EGT） 

PartitionKey = "AAA" 

Value 
Value Value 

Value 

RowKey 

RowKey 

RowKey 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "AAA" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey RowKey au_id au_name state 

AAA 172-32 172-32 Nobuyuki CA 

AAA 213-46 213-46 John IN 

BBB 238-95 238-95 Green CA 

CCC 427-17 427-17 Dull KS 

格納される各オブ
ジェクトのデータ構
造がそれぞれ違っ
ていてもよい 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "BBB" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "CCC" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

テーブルデータが 

PartitionKey で 

分散格納されて 

いるとみなせる 
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各ストレージの特徴と使い方 

－2. Table ストレージ 

 ② 格納するデータの構造に関する制約 

 Table ストレージに格納するデータについては、必ず以下の 3 つの
フィールドを保有していなければならない 

 PartitionKey : データを格納するパーティションを指定 

 RowKey : パーティション内で一意となるキー値を指定 

 Timestamp : データ更新時の楽観同時実行制御用フィールド 

 具体例） 以下のようなオブジェクトは、そのままでは Table ストレージ
には格納できない 

 このため、次ページのような構造に変更する必要がある 

 public class Author 
{ 
    public string au_id { get; set; } 
    public string au_fname { get; set; } 
    public string au_lname { get; set; } 
    public string phone { get; set; } 
    public bool contract { get; set; } 
} 

C# 
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using System.Data.Services.Common; // System.Data.Services.Client.dll 
using System.Data.Services.Client; // System.Data.Services.Client.dll 
 
[DataServiceKey("PartitionKey", "RowKey")] // "PartitionKey", "RowKey" の名前は変更不可 
public class Author 
{ 
    // 必須プロパティ（Azure Storage の制御キー） 
    public string PartitionKey { get; set; } 
    public string RowKey { get; set; } 
    public DateTime Timestamp { get; set; } // システム保持されるもの、操作不可 
 
    // プロパティは最大 255 個 
    // 利用可能な型は byte[], bool, DateTime(UTC), double, Guid, int, long, string 
    public string au_id { get; set; } 
    public string au_fname { get; set; } 
    public string au_lname { get; set; } 
    public string phone { get; set; } 
    public bool contract { get; set; } 
 
    public Author() { } 
 
    public Author(string au_id, string au_fname, string au_lname, string phone, bool contract) 
    { 
        this.au_id = au_id; 
        this.au_fname = au_fname; 
        this.au_lname = au_lname; 
        this.phone = phone; 
        this.contract = contract; 
 
        // 管理キーの生成（Timestamp は自動調整してくれる） 
        this.RowKey = au_id; // パーティション内の一意キーを指定 
        this.PartitionKey = au_id[0].ToString(); // Entity Group 
    } 
} 

C# 

Azure ストレージランタイムが
利用する部分のため、変更して
はならない 

パーティションキーとしてどのよ
うな文字を使うべきは設計上よ
く考える必要がある（後述） 

（注意） 必ず引数なしコンストラクタを作成すること 

（StorageClient ライブラリが利用するため） 

注意！ decimal 型が利用でき
ないことに注意する 
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各ストレージの特徴と使い方 

－2. Table ストレージ 

 ③ パーティションキーによるノード分散処理 

 前述のようなデータ構造を 

作成して読み書きを行うと、 

内部的には並列分散処理 

が行われる 

 例） データ書き込み処理 

 PartitionKey を見て、当 

該ノードにデータを転送 

して処理させる 

 データの書き込みは、基 

本的に一件単位で行う 

 例） データ読み込み処理 

 検索条件を各ノードに転 

送して並列分散処理を 

行い、検索結果をかき 

集めて返信を行う 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "AAA" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "BBB" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "CCC" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Table ストレージ 

HTTP/HTTPS 

（REST 操作） 

分散 

処理 

※ （注意） 

 右図では分かりやすさのため
に 1 パーティションを 1 サーバ
（ノード）としているが、実際に
は 1 つのノード上に複数の
パーティションが乗ることもある
（1 つのパーティションが複数の
ノードに分散することはない） 

 また、実際のデータはさらに 3 

つ以上のノードに重複保持され
ている 
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各ストレージの特徴と使い方 

－2. Table ストレージ 

POST /devstoreaccount1/authors HTTP/1.1 

User-Agent: Microsoft ADO.NET Data Services 

x-ms-version: 2009-09-19 

x-ms-date: Fri, 18 Dec 2009 06:13:59 GMT 

Authorization: SharedKeyLite 

devstoreaccount1:2LLFiOu+hkcnp99B7UWi8pADf+ffDP0nPTeB4OSL/Cs= 

Accept: application/atom+xml,application/xml 

Accept-Charset: UTF-8 

DataServiceVersion: 1.0;NetFx 

MaxDataServiceVersion: 1.0;NetFx 

Content-Type: application/atom+xml 

Host: 127.0.0.1:10002 

Content-Length: 823 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> 

<entry xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices" 

xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata" 

xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

  <title /> 

  <updated>2009-12-18T06:13:59.1400551Z</updated> 

  <author> 

    <name /> 

  </author> 

  <id /> 

  <content type="application/xml"> 

    <m:properties> 

      <d:PartitionKey>1</d:PartitionKey> 

      <d:RowKey>123-45-6789</d:RowKey> 

      <d:Timestamp m:type="Edm.DateTime">0001-01-01T00:00:00</d:Timestamp> 

      <d:au_fname>Nobuyuki</d:au_fname> 

      <d:au_id>123-45-6789</d:au_id> 

      <d:au_lname>Akama</d:au_lname> 

      <d:contract m:type="Edm.Boolean">true</d:contract> 

      <d:phone>000 123-4567</d:phone> 

    </m:properties> 

  </content> 

</entry> 

 

POST /devstoreaccount1/authors HTTP/1.1 

User-Agent: Microsoft ADO.NET Data Services 

x-ms-version: 2009-09-19 

x-ms-date: Fri, 18 Dec 2009 06:13:59 GMT 

Authorization: SharedKeyLite 

devstoreaccount1:2LLFiOu+hkcnp99B7UWi8pADf+ffDP0nPTeB4OSL/Cs= 

Accept: application/atom+xml,application/xml 

Accept-Charset: UTF-8 

DataServiceVersion: 1.0;NetFx 

MaxDataServiceVersion: 1.0;NetFx 

Content-Type: application/atom+xml 

Host: 127.0.0.1:10002 

Content-Length: 823 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> 

<entry xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices" 

xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata" 

xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

  <title /> 

  <updated>2009-12-18T06:13:59.1400551Z</updated> 

  <author> 

    <name /> 

  </author> 

  <id /> 

  <content type="application/xml"> 

    <m:properties> 

      <d:PartitionKey>1</d:PartitionKey> 

      <d:RowKey>123-45-6789</d:RowKey> 

      <d:Timestamp m:type="Edm.DateTime">0001-01-01T00:00:00</d:Timestamp> 

      <d:au_fname>Nobuyuki</d:au_fname> 

      <d:au_id>123-45-6789</d:au_id> 

      <d:au_lname>Akama</d:au_lname> 

      <d:contract m:type="Edm.Boolean">true</d:contract> 

      <d:phone>000 123-4567</d:phone> 

    </m:properties> 

  </content> 

</entry> 

 

POST /devstoreaccount1/authors HTTP/1.1 

User-Agent: Microsoft ADO.NET Data Services 

x-ms-version: 2009-09-19 

x-ms-date: Fri, 18 Dec 2009 06:13:59 GMT 

Authorization: SharedKeyLite 

devstoreaccount1:2LLFiOu+hkcnp99B7UWi8pADf+ffDP0nPTeB4OSL/Cs= 

Accept: application/atom+xml,application/xml 

Accept-Charset: UTF-8 

DataServiceVersion: 1.0;NetFx 

MaxDataServiceVersion: 1.0;NetFx 

Content-Type: application/atom+xml 

Host: 127.0.0.1:10002 

Content-Length: 823 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> 

<entry xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices" 

xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata" 

xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

  <title /> 

  <updated>2009-12-18T06:13:59.1400551Z</updated> 

  <author> 

    <name /> 

  </author> 

  <id /> 

  <content type="application/xml"> 

    <m:properties> 

      <d:PartitionKey>1</d:PartitionKey> 

      <d:RowKey>123-45-6789</d:RowKey> 

      <d:Timestamp m:type="Edm.DateTime">0001-01-01T00:00:00</d:Timestamp> 

      <d:au_fname>Nobuyuki</d:au_fname> 

      <d:au_id>123-45-6789</d:au_id> 

      <d:au_lname>Akama</d:au_lname> 

      <d:contract m:type="Edm.Boolean">true</d:contract> 

      <d:phone>000 123-4567</d:phone> 

    </m:properties> 

  </content> 

</entry> 

 

Table ストレージ 

HTTP/HTTPS 

（REST 操作） 

HTTP REST によるデータ書き込み POST /devstoreaccount1/authors HTTP/1.1 

User-Agent: Microsoft ADO.NET Data Services 

x-ms-version: 2009-09-19 

x-ms-date: Fri, 18 Dec 2009 06:13:59 GMT 

Authorization: SharedKeyLite 

devstoreaccount1:2LLFiOu+hkcnp99B7UWi8pADf+ffDP0nPTeB4OSL/Cs= 

Accept: application/atom+xml,application/xml 

Accept-Charset: UTF-8 

DataServiceVersion: 1.0;NetFx 

MaxDataServiceVersion: 1.0;NetFx 

Content-Type: application/atom+xml 

Host: 127.0.0.1:10002 

Content-Length: 823 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> 

<entry xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices" 

xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata" 

xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"> 

  <title /> 

  <updated>2009-12-18T06:13:59.1400551Z</updated> 

  <author> 

    <name /> 

  </author> 

  <id /> 

  <content type="application/xml"> 

    <m:properties> 

      <d:PartitionKey>1</d:PartitionKey> 

      <d:RowKey>123-45-6789</d:RowKey> 

      <d:Timestamp m:type="Edm.DateTime">0001-01-01T00:00:00</d:Timestamp> 

      <d:au_fname>Nobuyuki</d:au_fname> 

      <d:au_id>123-45-6789</d:au_id> 

      <d:au_lname>Akama</d:au_lname> 

      <d:contract m:type="Edm.Boolean">true</d:contract> 

      <d:phone>000 123-4567</d:phone> 

    </m:properties> 

  </content> 

</entry> 

 

・ 既定では、1 件単位にデータが送出される 

・ データセーブの電文形式は REST 形式 

・ 処理結果に応じて、応答電文が返される 

 例） 挿入成功 → HTTP 201 Created 

 例） 削除成功 → HTTP 204 Deleted 

 例） 更新衝突発生 → HTTP 209 Conflict 

p.298 

各ストレージの特徴と使い方 

－2. Table ストレージ 

 ③ パーティションキーによるノード分散処理（続き） 

 （参考） データの書き込みと読み込み処理のイメージ 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

検索クエリ 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

RowKey による一意
検索処理以外では、
全件スキャンが行わ
れる 

分散 

検索 

PartitionKey に応じて 

適切なノードにルーティング 

され、そこで処理される 

データの書き込み処理 

各サーバから 

取得された 

結果がマージ 

されたもの 

データの読み込み処理 

• n 件まとめて書き込みを
行うことはできない 

• 1 件ずつ書き込み処理 

• データ検索条件を指定 

• PartitionKey に基づく検索でな
い場合には、各ノードに分散検
索処理を行わせる 

注意！ 

• 分散検索処理が極端に高負荷に
ならないように、クエリで一度に取
得できるデータ件数は 1,000 件
に設定されている 

• SELECT COUNT(*) ができない 
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各ストレージの特徴と使い方 

－2. Table ストレージ 

 ④ Key-Value ストレージのトランザクション処理の考え方 

 Table ストレージでは、トランザクション処理は基本的にできない 

 Key-Value ストレージでは、基本的に一件単位の書き込みしかできない 

 『n 件の書き込みをまとめてコミットする』（＝トランザクション処理）という
ことができない 

 このため、Key-Value ストレージを使ったシステムを設計する際には、
1 つのエンティティ＝1 つの処理の固まりにするような設計が必要 

 1 件単位の入出力で処理 

が正しく行われるようにす 

るために、1 エンティティ = 

1 処理単位になるように 

設計する 

 （各種のログデータはこの 

特性を満たしているため、 

Table ストレージへの格納 

に適している） 

（参考） Azure Table ストレージには EGT （Entity Group 

Transaction）という機能があり、この機能を使うと同一パー
ティションに対する複数件の書き込みをまとめてコミットでき
る。しかし、この機能は一般的なトランザクション処理を許
容するものではなく、使い方にもクセがある → 後述 

Order 

オブジェクト 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "AAA" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "BBB" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "CCC" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Table ストレージ 

Order 

オブジェクト 

1 個の 

処理の 

固まり 
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各ストレージの特徴と使い方 

－2. Table ストレージ 

 ⑤ 命名規約とデータ型に関する制約 

 Blob ストレージ同様、命名規約などに制限事項があるため注意する 

 プロパティの型制限が厳しいことに特に注意が必要 

 decimal 型や TimeSpan 型 などがサポートされていないことに注意 

 （参考） 現時点ではパーティションあたりのデータ量の上限制限はない 

 パーティションあたりの容量上限＝テーブル全体の容量制限に一致 

 このため、すべてのデータを 1 パーティションに入れてもよい 

 プロパティ名 テーブル名 

• アルファベット文字と数字のみ 

• 最大 255 文字 

• 大文字／小文字は区別される 

• 文字から始まること 

• アルファベット文字と数字のみ 

• 3～63 文字 

• 大文字／小文字は区別される 

• 数字から始まってはいけない 

• プロパティは 255 個まで（PartitionKey,  

 RowKey, Timestamp を含む 

• 1 レコード（1 エンティティ）は最大 1 MB 

Windows Azure Details and Limitations Blobs, Tables, and Queues 

http://weblogs.asp.net/vblasberg/archive/2009/02/17/azure-details- 

and-limitations-blobs-tables-and-queues.aspx 

プロパティ型 

byte[], bool, DateTime(UTC), double,  

Guid, int, long, string のみ 
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各ストレージの特徴と使い方 

－3. Queue ストレージ 

 Queue ストレージを利用すると、メッセージデータのやり取り
を行うことができる 

 以下のような、非常にシンプルな メッセージキューストレージを提供 

 やり取りできるデータ → string 型と byte[] 型のみ 

 送達保障・順序制御 → Exactly-Once のみ、In-Order なし 

 リトライキュー・デッドキュー → なし 

 メッセージ暗号化 → なし（キューに対する接続時の認証のみ） 

 機能は限定的だが、プログラミングは非常に単純になっている 

HTTP/HTTPS 

（REST 操作） 

myqueue1 

myqueue2 

myqueue3 

エンキュー 

（キューへのメッセージ投入） 

HTTP/HTTPS 

（REST 操作） 

デキュー 

（キューからのメッセージ取得） 

Queue ストレージ 

p.302 

各ストレージの特徴と使い方 

－3. Queue ストレージ 

 Queue ストレージに関しては、以下のことを知っておくとよい 

 ① Queue を利用すべきか否か 

 ② （参考） メッセージの消失保証や順序制御について 

 ③ （参考） メッセージの制限と命名規約 
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各ストレージの特徴と使い方 

－3. Queue ストレージ 

 ① Queue を利用すべきか否か 

 注意！ 現在の Azure プラットフォームでは、無理に Queue ストレー
ジをサーバ間通信の目的で利用する必要はない 

 当初の Windows Azure プラットフォームの設計では、Web ロールと 

Worker ロールの間を繋ぐために Queue が用意されていた 

 Web ロールサーバ ： OLTP 処理のための Web サーバ 

 Worker ロールサーバ ： バッチ処理のための通常のサーバ 

 この 2 つを接続する唯一の手段が、Queue ストレージだった 

 しかし現在では、TCP/IP 接続により直接通信させることができるように
仕様変更されているため、無理に Queue で接続する必要はない 

 非同期処理が不要な場合には、 Worker ロール側に WCF ランタイムをホ
ストし、直接通信させれば十分 

インターネット 

HTTP / HTTPS 
Web Role Worker Role Queue 

TCP/IPで 

直接通信 

OLTP 

処理 

バッチ 

処理 
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各ストレージの特徴と使い方 

－3. Queue ストレージ 

 ② （参考） メッセージの消失保証や順序制御について 

 キューからメッセージを取り出すと、一時的に当該メッセージが不可
視状態になる 

 このため、当該メッセージは他のユーザが取り出せなくなる 

 既定では 90 sec のタイムアウト時間が設定されている 

 キュー自体はトランザクション機能をサポートしないが、タイムアウト
が発生すると当該メッセージが可視状態に戻るようになっている 

 ただし、この際、メッセージが元の場所に復元されるとは限らない 

 このため、メッセージ投入順序と処理結果順序が一致するとは限らない 

myqueue1 

Queue ストレージ ※ これは一般的な
メッセージキューの処
理特性 

90 sec 経ってもメッセージが .Delete() さ
れなかった場合には、処理がうまくいか
なかったとみなして、当該メッセージを可
視状態に戻す 

※ （参考） Azure SDK 1.1 からは、デ
キューされた回数を取得することがで
きるようになった 

（message.DequeuCount プロパティ） 
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Windows Azure ストレージの操作方法 

－3. Windows Azure Queue ストレージ 

 ③ （参考） メッセージの制限と命名規約 

 Queue ストレージに関しては、以下のような制限がある 

 メッセージについて 

 1 メッセージあたり最大 8KB 

 バイト配列または文字列データ 

 メッセージ数の上限はない 

 基本的には FIFO （ただしタイムアウトが発生すると順序は崩れる） 

 キューの名称について 

 DNS 名として有効であることが必要 

 すべて小文字（大文字不可）、3～63 文字、文字・数字・ハイフン 

 文字または数字から始まること 

 

Windows Azure Details and Limitations Blobs, Tables, and Queues 

http://weblogs.asp.net/vblasberg/archive/2009/02/17/azure-details- 

and-limitations-blobs-tables-and-queues.aspx 
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各ストレージの特徴と使い方 まとめ 

 各ストレージの特徴をまとめると、以下の通りとなる 

 1. Blob ストレージ 

 1 階層型のファイルシステムのようなもの 

 パブリックアクセスを設定することで、HTTP GET でデータを取得可能 

 メタデータの付与や CDN の併用ができる 

 内部的には、読み取り専用のバイナリデータに適した Block Blob と、ラ
ンダムな読み書きに適した Page Blob の 2 つの形式がある  

 2. Table ストレージ 

 PartitionKey で分散された、Key-Value 型のストレージ 

 読み取り → 分散検索処理が行われる 

 書き込み → 1 件単位の書き込みのため、トランザクション処理不可 

 3. Queue ストレージ 

 サーバ間通信の目的で使う必要はないことが多い 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

 C# や VB のアプリケーションからは、クライアントライブラリ
を使うことで簡単に読み書きができるようになっている 

 ストレージ自体は HTTP REST による読み書きが必要 

 しかし、クライアントライブラリを使えば、比較的簡単なコーディングで
読み書きができるようになる 

Azure 

Blob 

ユーザアプリケーション（C#, VB） 

Azure 

Table 

Azure 

Queue 

【共通ライブラリ】 

CloudStorageAccount, StorageCredentials 

【Blob アクセス用ライブラリ】 

CloudBlobClient 

CloudBlobContainer 

CloudBlob 

【Table アクセス用ライブラリ】 

CloudTableClient 

TableServiceContext 

【Queue アクセス用ライブラリ】 

CloudQueueClient 

CloudQueueMessage 

HTTP/HTTPS 

REST 処理 

HTTP/HTTPS 

REST 処理 

HTTP/HTTPS 

REST 処理 

Microsoft.WindowsAzure. 

StorageClient ライブラリ 

p.308 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

 クライアントライブラリを使ったアプリケーションコードの記述
例について、以下に解説する 

 0. 各ストレージへの接続処理 

 1. Blob ストレージの操作方法 

 2. Table ストレージの操作方法 

 3. Queue ストレージの操作方法 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－0. 各ストレージへの接続処理 

 ストレージにアクセスする際は、前述したエンドポイント（アカ
ウント情報）とキー情報から接続文字列を作成し、利用する 

 開発用ストレージを利用する場合には、特殊な接続文字列を使うこと
ができる（UseDevelopmentStorage=true） 

 （参考） 実際には、この接続文字列を自力で記述する必要はない 

 Visual Studio を使うと、ウィザードを利用できるため（→ 次ページ参照） 

// ※ 実際には接続文字列を app.config ファイルなどに切り出す 
// 運用環境を使う場合 
string connectionString = 
"DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=nakama;AccountKey=sLyGGvOHJszS9wABrog4HhrxN+8ICH0A/dXASDKLSJS
/6Cm4S9c3TDH+CRRo8Tj5vIpgYfB7yArq1+xWjDSg=="; 
// 開発用ストレージを使う場合 
// string connectionString = "UseDevelopmentStorage=true"; 
 
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(connectionString); 
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient(); 
CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient(); 
CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient(); 

C# 

Windows Azure ストレージ
に対する接続文字列 

接続文字列をパースして
利用するための命令 

最終的にはこれらのクラス
を利用してコードを記述 

p.310 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－0. 各ストレージへの接続処理 

・名前をつけて、複数の接続文字列を作っておくことが可能 

・通常は 2 種類の接続文字列を使うとよい（※ 別の名前にしてもかまわない） 

 ① "DiagnosticsConnectionString" → 監視ランタイムが使う Azure ストレージを指定 

 ② "DataConnectionString" → アプリケーションが使う Azure ストレージを指定 

※ Module 5 の解説も併せ
て参照のこと 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－0. 各ストレージへの接続処理 

 （参考） ストレージへの接続に関するその他の実装方法 

 Azure ストレージにアクセスするためには、最終的には以下の 3 つ
のクラスを入手する必要がある 

 CloudBlobClient, CloudTableClient, CloudQueueClient 

 そのための最もスマートな方法が前述の接続文字列を使う方法だが、
コーディングに関してはこれ以外にもいくつかの方法がある 

 ここから紹介するコーディング例は、いずれも古い SDK で利用されてい
た方法で、現在はあまり使われない 

 ① エンドポイントやキーを完全に個別に指定する方法 

 ② CloudStorageAccount クラスを利用する方法 

 しかし、サンプルコードではよく使われている手法であるため、ここに記
載しておく 

 どの方法を利用しても、最終的に上記の 3 つのクラスを入手してしま
えば動作は変わらない 

p.312 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－0. 各ストレージへの接続処理 

 （参考） ストレージへの接続に関するその他の実装方法 

 ① エンドポイントやキーを完全に個別に指定する方法 

string accountName = "nakama000"; 
string key = "sLyGGvOHJszS9wABrog4HhrxN+8...4S9c3TDH+CRRo8Tj5vIpgYfB7yArq1+xWjDSg=="; 
string blobBaseUrl = "http://nakama000.blob.core.windows.net"; 
string tableBaseUrl = "http://nakama000.table.core.windows.net"; 
string queueBaseUrl = "http://nakama000.queue.core.windows.net"; 
 
StorageCredentials credentials = new StorageCredentialsAccountAndKey(accountName, key); 
CloudBlobClient blobClient = new CloudBlobClient(blobBaseUrl, credentials);     // BLOB 
CloudTableClient tableClient = new CloudTableClient(tableBaseUrl, credentials); // Table 
CloudQueueClient queueClient = new CloudQueueClient(queueBaseUrl, credentials); // Queue 
 

C# 

StorageCredentials credentials = CloudStorageAccount.DevelopmentStorageAccount.Credentials; 
string blobBaseUrl = CloudStorageAccount.DevelopmentStorageAccount.BlobEndpoint.AbsoluteUri; 
string tableBaseUrl = CloudStorageAccount.DevelopmentStorageAccount.TableEndpoint.AbsoluteUri; 
string queueBaseUrl = CloudStorageAccount.DevelopmentStorageAccount.QueueEndpoint.AbsoluteUri; 
 
CloudBlobClient blobClient = new CloudBlobClient(blobBaseUrl, credentials); 
CloudTableClient tableClient = new CloudTableClient(tableBaseUrl, credentials); 
CloudQueueClient queueClient = new CloudQueueClient(queueBaseUrl, credentials); 
 

C# 

開発用ストレージを使う場
合には、ライブラリに組み
込まれた固定値を使った方
がコーディングが見やすい 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－157 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.313 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－0. 各ストレージへの接続処理 

 （参考） ストレージへの接続に関するその他の実装方法 

 ② CloudStorageAccount クラスを利用する方法 

// 開発環境の場合 
CloudStorageAccount storageAccount = new CloudStorageAccount( 
    new StorageCredentialsAccountAndKey("devstoreaccount1", 
  "Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw=="), 
    new Uri("http://127.0.0.1:10000/devstoreaccount1"), 
    new Uri("http://127.0.0.1:10001/devstoreaccount1"), 
    new Uri("http://127.0.0.1:10002/devstoreaccount1")); 
// または CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.DevelopmentStorageAccount; 
 
// 運用環境の場合 
//CloudStorageAccount storageAccount = new CloudStorageAccount( 
//    new StorageCredentialsAccountAndKey("nakama000",  
// "sLyGGvOHJszS9wABrog4HhrxN+8ICH0A/diyMp.....JS/6Cm4S9c3TDH+CRRo8Tj5vIpgYfB7yArq1+xWjDSg=="), 
//    new Uri("http://nakama000.blob.core.windows.net"), 
//    new Uri("http://nakama000.queue.core.windows.net"), 
//    new Uri("http://nakama000.table.core.windows.net")); 
 
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient(); 
CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient(); 
CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient(); 

C# アカウント情報を 

ひとまとめにして 

取り扱える 

p.314 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－1. Blob ストレージの操作方法 

 Blob ストレージを使う場合には、まずコンテナへ接続する 

 コンテナ ＝ 第 1 階層のフォルダ （※ 入れ子のコンテナは不可） 

 必要に応じて、public アクセス可否の設定を行う 

// 接続のオープン (開発用ストレージ) 
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse("UseDevelopmentStorage=true"); 
CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient(); 
 
// 現在のコンテナ（トップフォルダ）の一覧 
foreach (CloudBlobContainer c in blobClient.ListContainers()) Console.WriteLine(c.Name); 
 
// コンテナへの接続 
CloudBlobContainer blobContainer = blobClient.GetContainerReference("pictures"); 
// コンテナの作成 
bool created = blobContainer.CreateIfNotExist(); 
Console.WriteLine((created ? "コンテナを作成しました。" : "コンテナはすでに存在します。")); 
// コンテナに対して、public アクセスを認めるように設定（http://.../Container/BlobName でアクセス可に） 
var permissions = blobContainer.GetPermissions(); 
permissions.PublicAccess = BlobContainerPublicAccessType.Container; 
blobContainer.SetPermissions(permissions); 
Console.WriteLine("権限設定しました。"); 
 

C# 

※（注意） 

GetContainerReferenc

e() メソッドでコンテナ参
照を取得したとしても、
対象のコンテナが実在
するとは限らない  
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－1. Blob ストレージの操作方法 

 コンテナから Blob への参照を取得し、読み書きを行う 

// ファイルのアップロード 
string path = @"C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures"; 
foreach (string fullPathFilename in Directory.GetFiles(path, "*.jpg")) 
{ 
    string filename = fullPathFilename.Substring(fullPathFilename.LastIndexOf("\\") + 1); 
    byte[] data = File.ReadAllBytes(fullPathFilename); 
 
    // まずファイルポインタを作成 
    CloudBlob blob = blobContainer.GetBlobReference(filename); 
    // すでに存在していたら削除 
    bool delete = blob.DeleteIfExists(); 
    if (delete) Console.WriteLine("すでにデータがあったため、いったん削除しました。"); 
    // そこに書き込みを行う ※ アップロード時にエラーがあってもちゃんと報告してくれないので注意 
    blob.UploadByteArray(data); 
    // クライアントに送り返すヘッダー情報を設定 
    blob.Properties.ContentType = "image/jpeg"; 
    blob.SetProperties(); 
    // サーバ側で保持するファイルのメタデータを記録 
    blob.Metadata["OriginalFilename"] = fullPathFilename; 
    blob.SetMetadata(); 
    Console.WriteLine("ファイルを書きこみました。" + filename); 
} 

C# 

※（注意） GetBlobReference() メソッド
で参照を取得したとしても、対象となる 

Blob が実在するとは限らない  

※ 各 Blob データには、プロパティ情報やメタデータ
を付与しておくことができる 

※ 例えば ContentType 指定は、public アクセスの
場合などに利用される 

※ これらのデータは後から活用することもできる 

※ （参考） 巨大な Blob をアップロードしたりダウン
ロードしたりする場合には、このコードサンプルでは
不十分（ファイルを分割した取扱いが必要、本資料
では説明を割愛） 

p.316 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－1. Blob ストレージの操作方法 

 同様に Blob データの参照からダウンロードなども行える 

 public アクセス可の場合、URL 指定での直接ダウンロードも可能 

 http://127.0.0.1:10000/devstoreaccount1/pictures/Jellyfish.jpg 

// ファイルの一覧 
var blobs = blobContainer.ListBlobs(); 
int i = 0; 
foreach (var b in blobs) 
{ 
    // 各ファイルのメタデータを取得 
    CloudBlob cb = blobContainer.GetBlobReference(b.Uri.AbsoluteUri); 
 
    // 属性データをサーバから取得 
    cb.FetchAttributes(); 
    Console.WriteLine("{0} {1} {2}",  
 cb.Uri.AbsoluteUri,  
 cb.Properties.LastModifiedUtc,  
 cb.Attributes.Metadata["OriginalFilename"]); 
 
    // データの読み取り（直接ファイルにダウンロードすることも可能） 
    cb.DownloadToFile(@"C:\temp\" + (i++).ToString() + ".jpg"); 
} 

C# 
ベース URL コンテナ名 Blob 名 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 Table ストレージを操作する場合には、まず、制御用の 3 つ
のフィールドを持った入出力用オブジェクトクラスを作成する 

 以下の 3 つのフィールドを持った入出力用オブジェクトクラスを作成 

 PartitionKey : データを格納するパーティションを指定 

 RowKey : パーティション内で一意となるキー値を指定 

 Timestamp : データ更新時の楽観同時実行制御用フィールド 

 具体例） 以下のようなオブジェクトを、Table ストレージに出し入れで
きるようにするためには、次ページのように書き換えを行う 

 
public class Author 
{ 
    public string au_id { get; set; } 
    public string au_fname { get; set; } 
    public string au_lname { get; set; } 
    public string phone { get; set; } 
    public bool contract { get; set; } 
} 

C# 

p.318 

 

using System.Data.Services.Common; // System.Data.Services.Client.dll 
using System.Data.Services.Client; // System.Data.Services.Client.dll 
 
[DataServiceKey("PartitionKey", "RowKey")] // "PartitionKey", "RowKey" の名前は変更不可 
public class Author 
{ 
    // 必須プロパティ（Azure Storage の制御キー） 
    public string PartitionKey { get; set; } 
    public string RowKey { get; set; } 
    public DateTime Timestamp { get; set; } // システム保持されるもの、操作不可 
 
    // プロパティは最大 255 個 
    // 利用可能な型は byte[], bool, DateTime(UTC), double, Guid, int, long, string 
    public string au_id { get; set; } 
    public string au_fname { get; set; } 
    public string au_lname { get; set; } 
    public string phone { get; set; } 
    public bool contract { get; set; } 
 
    public Author() { } 
 
    public Author(string au_id, string au_fname, string au_lname, string phone, bool contract) 
    { 
        this.au_id = au_id; 
        this.au_fname = au_fname; 
        this.au_lname = au_lname; 
        this.phone = phone; 
        this.contract = contract; 
 
        // 管理キーの生成（Timestamp は自動調整してくれる） 
        this.RowKey = au_id; // パーティション内の一意キーを指定 
        this.PartitionKey = au_id[0].ToString(); // Entity Group 
    } 
} 

C# 

Azure ストレージランタイムが
利用する部分のため、変更して
はならない 

パーティションキーとしてどのよ
うな文字を使うべきは設計上よ
く考える必要がある（後述） 

（注意） 必ず引数なしコンストラクタを作成すること 

（StorageClient ライブラリが利用するため） 

注意！ decimal 型が利用でき
ないことに注意する 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 次に、テーブルを作成する 

 RDBMS の場合には、テーブル作成時にスキーマの指定が必要だ
が、Azure Table ストレージの場合はスキーマの指定ができない 

 このため、同一のテーブルに、異なる構造を持ったオブジェクトを格納す
ることもできる （→ この場合の動作については別途解説） 

 通常は、同一のテーブルには同一の構造のオブジェクトを格納する 

// 接続のオープン (開発用ストレージ) 
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse("UseDevelopmentStorage=true"); 
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient(); 
 
// 現在のストレージ内のテーブル一覧 
foreach (string s in tableClient.ListTables()) Console.WriteLine(s); 
 
// テーブルの削除や作成 
bool result1 = tableClient.DeleteTableIfExist("authors"); 
Console.WriteLine((result1 ? "テーブルを削除しました。" : "テーブルはありませんでした。")); 
bool result2 = tableClient.CreateTableIfNotExist("authors"); // スキーマ構造の指定は不要 
Console.WriteLine((result2 ? "テーブルを作成しました。" : "テーブルがすでにありました。")); 

C# 

p.320 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 さらに、TableServiceContext オブジェクト経由で、データの
出し入れを行う 

 これにより、ライブラリから HTTP REST リクエストが発行され、サー
バに対するデータ書き込みが行われる 

 4 件のデータ項目に対して処理を行った場合には、4 件の HTTP 電
文が送信される 

// データ操作のためのコンテキストオブジェクトの作成 
TableServiceContext ctx = tableClient.GetDataServiceContext(); 
 
 // データの挿入 
ctx.AddObject("authors", new Author("123-45-6789", "Nobuyuki", "Akama", "000 123-4567", true)); 
ctx.AddObject("authors", new Author("234-56-7890", "Hiroshi", "Shibuya", "000 234-5678", false)); 
ctx.AddObject("authors", new Author("345-67-8901", "Yoshikazu", "Hata", "000 345-6789", true)); 
ctx.AddObject("authors", new Author("456-78-9012", "Nobuyuki", "Hata", "000 456-78907", true)); 
ctx.SaveChanges(); // 4 件連続してデータを書き込み（エラーがあった場合にはそこで停止する） 
 

C# 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey に応じて 

適切なノードにルーティング 

され、そこで処理される 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 データの読み取りには、LINQ を利用する 

 記述したクエリが、HTTP REST 要求に変換されて発行される 

 HTTP 電文レベルでは、?$filter=au_fname eq 'Nobuyuki' などのような
文字列に変換されてサーバに送出される 

 サポートされている LINQ メソッドはごく一部のみである 

 Where(), FirstOrDefault(), ToList() 程度のみ 

 複雑な Expression もサポートされない 

 .Select() 処理もできない（→ 次ページ参照） 

 基本的には、キー値による簡単な一意データ検索しか行えないと思って
おいた方がよい 

// データの取得 
var query = (from a in ctx.CreateQuery<Author>("authors") 
             where a.au_fname == "Nobuyuki" 
             select a).AsTableServiceQuery(); 
foreach (var a in query) Console.WriteLine(a.au_id); 
 

C# 

この処理を行うことでバッチ更新が
可能になる（バッチ更新しない場合
には不要） 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd135725.aspx 

p.322 

 

// (参考) さまざまな LINQ クエリの記述例 
// 拡張メソッド形式での記述 
IQueryable<Author> query1 = ctx.CreateQuery<Author>("authors").Where(a => a.au_fname == "Nobuyuki"); 
foreach (var a in query1) Console.WriteLine(a.au_id); 
 
// 埋め込みクエリ形式での記述 
IQueryable<Author> query2 = from a in ctx.CreateQuery<Author>("authors") 
                            where a.au_fname == "Nobuyuki" 
                            select a; 
foreach (var a in query2) Console.WriteLine(a.au_id); 
 
// プライマリキー（PartitionKey/RowKey）を使った一意検索(存在しない場合には例外が発生) 
Author a3 = ctx.CreateQuery<Author>("authors").Where(a => a.PartitionKey == "1" && a.RowKey == "123-45-
6789").FirstOrDefault(); 
Console.WriteLine(a3.au_id); 
 
// ※ 以下の処理は NG（動作しない） 
// ソートの実施 
//var query4 = ctx.CreateQuery<Author>("authors").Where(a => a.au_fname == "Nobuyuki").OrderBy(a => a.RowKey); 
//foreach (var a in query4) Console.WriteLine(a.au_id); 
 
// 射影処理 
//var query5 = ctx.CreateQuery<Author>("authors").Where(a => a.au_fname == "Nobuyuki") 
//                .Select(a => new { a.au_id, au_name = a.au_fname + " " + a.au_lname }); 
//foreach (var a in query5) Console.WriteLine(a.au_id); 
 
// 射影したい場合には、いったんリスト化してメモリ内に取り込んでから行う 
var query6 = ctx.CreateQuery<Author>("authors").Where(a => a.au_fname == "Nobuyuki").ToList() 
                .Select(a => new 
                { 
                    a.au_id, 
                    au_name = a.au_fname + " " + a.au_lname, 
                    a.phone 
                }); 
foreach (var a in query6) Console.WriteLine(a); 

C# 

メモリ内での操作 

メモリ内への取り込み 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 （参考） 検索処理とパーティションキー設計について 

 Windows Azure Table に対してうかつに LINQ クエリを記述・実行
すると、とてつもなく性能が悪くなる危険性がある 

 内部的には、パーティションごとに分散検索処理が行われる形になる 

 このため、PartitionKey, RowKey 以外に対する検索はテーブルスキャ
ン（オブジェクト全件を舐める）操作になってしまう 

 このため、データをどのようにパーティショニングするかは極めて重
要であると言える 

// 以下のような自由検索は低速 
var query = ctx.CreateQuery<Author>("authors") 
 .Where(a => a.au_fname == "Nobuyuki"); 
 
// プライマリキー（PartitionKey/RowKey）を使った一意検索は高速 
Author a = ctx.CreateQuery<Author>("authors") 
 .Where(a => a.PartitionKey == "1" && a.RowKey == "123-45-6789").FirstOrDefault(); 
 

C# 
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RowKey 
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RowKey 
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RowKey 

RowKey による検索
処理以外では、全件
スキャンが行われる 

分散 

検索 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 （参考） 検索処理とパーティションキー設計について（続き） 

 パーティション分割の設計のコツは以下の通りである 

 全データ量が少ない場合 

 わざわざパーティション分割する必要はない 

 よって、PartitionKey は固定値（ダミーの定数値）にし、常に一つのパーティ
ションにデータが格納されるようにしておけばよい 

 全データ量が多い場合 

 自由検索処理が多い場合、各パーティションのデータ量が増えすぎないよう
に適度に小分けにする必要がある 

 細かく分けすぎる → 処理分散 ＆ 処理結果集約の負荷が増大 

 ひとつのパーティションにまとめる → スキャンの時間が増大 

 この二つのトレードオフのバランスを取る必要がある 

 ただし、一意検索しかしないのなら、1 パーティションでも問題ない 

 現在のところ、適切なパーティショニングサイズなどについての指針・
指標は存在しない 

 実測しながら検討する必要がある 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 データの更新処理では、コンテキストオブジェクトにデータ反
映の指示を蓄積しておき、これを一括反映する 

 更新、追加、削除をまとめて蓄積しておき、一括反映 

// データ更新 
var query7 = ctx.CreateQuery<Author>("authors").Where(a => a.au_fname == "Nobuyuki"); 
foreach (var a in query7) 
{ 
    a.au_fname = "Masayuki"; 
    ctx.UpdateObject(a); // オブジェクトのステータスを "Modified" に変更する 
} 
// データ追加 
ctx.AddObject("authors", new Author("654-75-8456", "Masashi", "Akama", "000 123-9876", 
true)); 
// データ削除 
var a = ctx.CreateQuery<Author>("authors").Where(a => a.PartitionKey == "3" && a.RowKey == 
"345-67-8901").FirstOrDefault(); 
ctx.DeleteObject(a); 
 
// Azure Storage に反映 
ctx.SaveChanges(); 

C# 

この処理を失念しな
いように注意！ 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 Azure ストレージのトランザクション処理について 

 基本的に、Azure Table ストレージはトランザクション処理ができない 

 複数データの読み書きを TransactionScope で 1 トランザクションに束
ねることはできない（＝TransactionScope 非対応） 

 Atomicity の保証は、オブジェクト単位のみ 

 例外的に、操作対象となるデータ群がすべて同一のパーティション内
に存在する場合に限り、まとめてコミットさせることも可能 

 使い方・用途が特殊であるため、注意が必要 

// ① 4 件連続してデータを書き込み（1 件単位に処理していき、エラーがあった場合にはそこで停止する）  
DataServiceResponse response = ctx.SaveChanges();  
 
// ② 1 件単位に処理していき、成功した部分だけコミットする（エラーがあってもとりあえず最後まで進める） 
DataServiceResponse response = ctx.SaveChangesWithRetries(SaveChangesOptions.ContinueOnError); 
 
// ③ 同一パーティション内に閉じている場合には、まとめて一括書き込み・コミットすることができる 
DataServiceResponse response = ctx.SaveChangesWithRetries(SaveChangesOptions.Batch); 
foreach (var r in response) 
    Console.WriteLine("{0} {1}\n{2}", r.StatusCode, r.Error, 
        string.Join("\n", r.Headers.Select(o => "\t" + o.Key + " " + o.Value).ToArray<string>()) 
    ); 

C# 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 Azure ストレージのトランザクション処理について 

 書き込み方法の比較について 

 トランザクションのサポートは極めて限定的（同一パーティション内で 

Batch オプションを使う場合に限られる） 

 高度なトランザクション処理が必要であれば、SQL Azure の方がよい 

 基本的には、1 件単位にデータをアペンド（追記）したり読み書きしていく
ような処理に適したストレージであると言える 

SaveChangesOptions ① None （既定値） ② ContinueOnError ③ Batch 

利用する API .SaveChanges() .SaveChangesWithRetries

(SaveChangesOption.Cont

inueOnError) 

.SaveChangesWithRetries

(SaveChangesOption.Batc

h) 

利用条件 なし なし すべてのデータ更新が同一
パーティション内に閉じてい
ること（EGT, Entity Group 

Transaction → 後述） 

複数件のデータ更新途中で
エラーが発生した場合 

・ そこで中断 

・ そこまでの書き込みはコ
ミット 

・ 中断せず、最後まで更新
を続行 

・ 成功した部分については
書き込みをコミット 

・ そこで中断 

・ すべてまとめてロールバッ
ク 

p.328 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 Azure ストレージのトランザクション処理について 

 楽観同時実行制御について 

 Azure Table ストレージは、Timestamp ベースの楽観同時実行制御機
能を備えている 

 このため、2 人以上のユーザが同時に読み書きを行った場合でも、後勝ちに
よるロストアップデートは発生しない 

 ただし、エラー制御はやや複雑 

 HTTP ステータスコード 412 をハンドリングする必要があるため、やや特殊 

 バッチ処理の場合には、1 件単位の確認処理が必要なため複雑になる 

Partitio
nKey

RowKey Timestamp au_id au_fname au_lname phone contract

1 123-45-6789 2009/12/22
6:29:34

123-45-6789 Nobuyuki Akama 000 123-
4567

True

2 234-56-7890 2009/12/22
6:29:34

234-56-7890 Hiroshi Shibuya 000 456-
7890

True

3 345-67-8901 2009/12/22
6:29:34

345-67-8901 Yoshikazu Hata 000 345-
6789

False

1 156-78-9012 2009/12/22
6:29:34

156-78-9012 Nobuyuki Hata 000 456-
7890

True

楽観同時実行制御を行うための制御用
のデータ列（最後にデータが更新された
時刻を保持） 

データ書き込みの際に、
読み取りのときの 

Timestamp データを付与 

更新衝突 

HTTP 412 

エラー 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 Azure ストレージのトランザクション処理について 

 楽観同時実行制御による衝突をチェックするためのコード例 

 .SaveChanges() メソッドは、直接には DataServiceRequestException 

例外を発生 

 内部例外をチェックし、更新衝突による例外か否かを判定 

try 
{ 
    ctx.SaveChanges(); 
} 
catch (DataServiceRequestException dsre) 
{ 
    if (dsre.InnerException is DataServiceClientException && 
        (dsre.InnerException as DataServiceClientException).StatusCode == 412) 
    { 
        Console.WriteLine("更新衝突が起こりました。"); 
    } 
    else 
    { 
        throw; 
    } 
} 

C# 

p.330 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 （参考） Entity Group Transaction （EGT）の使い方 

 前述したように、Table ストレージへの書き込みでは、複数データの
書き込みを 1 トランザクション化することが基本的にできない 

 Azure Table ストレージ ＝ Key-Value 型の分散ストレージ 

 分散されたストレージノードにまとめて反映をコミットさせるのは困難 

 すべての書き込みが同一ノード（パーティション）に収まる場合に限り、
1 トランザクション化が可能（EGT, Entity Group Transaction） 

 EGT の使いどころを理解するためには、異なるオブジェクトを同一テー
ブルに格納するケースを理解する必要があるため、まずこれを解説する 

Author 

TableService 

Context 

Author Author 
Author 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "AAA" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "BBB" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

PartitionKey = "CCC" 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

Value 

RowKey 

反映 

変更 
追加 

削除 

分散反映になるため、現在
のところ、同一パーティション
でなければ 1 トランザクショ
ン化できない 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 （参考） Entity Group Transaction （EGT）の使い方（続き） 

  構造の異なるエンティティを同一テーブルに格納した場合について 

 RowKey さえ異なれば、同一テーブル（同一パーティション）内に、異な
る構造のデータを格納することができる 

 例えば、Author オブジェクトと Title オブジェクトを、同一テーブルに格納す
ることができる（→ 次ページ以降にサンプルコードを示す） 

 表形式でデータの内容を表現すると、穴空き表になる 

 ただし、Table ストレージの内部では、きちんと隙間なくデータが保存されて
いる 

Author 

オブジェクト 

RowKey 

PartitionKey = "000" 

Title 

オブジェクト 

RowKey 

Author 

オブジェクト 

RowKey 

Title 

オブジェクト 

RowKey Partition
Key

RowKey Timesta
mp

XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Author オブジェク
トのプロパティ

Title オブジェクト
のプロパティ

表形式に直して書くと．．． 

p.332 

[DataServiceKey("PartitionKey", "RowKey")] 
public class Author 
{ 
    public string PartitionKey { get; set; } 
    public string RowKey { get; set; } 
    public DateTime Timestamp { get; set; } 
     
    public string au_id { get; set; } 
    public string au_fname { get; set; } 
    public string au_lname { get; set; } 
    public string phone { get; set; } 
    public bool contract { get; set; } 
 
    public Author() { } 
 
    public Author(string au_id, string au_fname, string au_lname, string phone, bool contract) 
    { 
        this.au_id = au_id; 
        this.au_fname = au_fname; 
        this.au_lname = au_lname; 
        this.phone = phone; 
        this.contract = contract; 
 
        this.RowKey = "a_" + au_id; 
        this.PartitionKey = "000"; 
    } 
} 

C# 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

RowKey については、テーブル内でのバッティングを
防ぐように付与する（オブジェクトの種類によるプリ
フィクスを付与するようにすると確実） 

同一テーブルに異なる 

構造のデータを保存する 
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[DataServiceKey("PartitionKey", "RowKey")] 
public class Title 
{ 
    public string PartitionKey { get; set; } 
    public string RowKey { get; set; } 
    public DateTime Timestamp { get; set; }  
 
    public string title_id { get; set; } 
    public string title_name { get; set; } 
    public double price { get; set; } 
    public DateTime pubdate { get; set; } 
 
    public Title() { } 
 
    public Title(string title_id, string title_name, double price, DateTime pubdate) 
    { 
        this.title_id = title_id; 
        this.title_name = title_name; 
        this.price = price; 
        this.pubdate = pubdate; 
 
        this.RowKey = "t_" + title_id; 
        this.PartitionKey = "000"; 
    } 
} 

C# 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

同一テーブルに異なる 

構造のデータを保存する 

p.334 

// 接続のオープン (開発用ストレージ) 
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse("UseDevelopmentStorage=true"); 
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient(); 
 
bool result1 = tableClient.DeleteTableIfExist("authorstitles"); 
bool result2 = tableClient.CreateTableIfNotExist("authorstitles"); // スキーマ構造の指定は不要 
TableServiceContext ctx = tableClient.GetDataServiceContext(); 
 
//// データの挿入 
ctx.AddObject("authorstitles", new Author("123-45-6789", "Nobuyuki", "Akama", "000 123-4567", true)); 
ctx.AddObject("authorstitles", new Author("234-56-7890", "Hiroshi", "Shibuya", "000 234-5678", false)); 
ctx.AddObject("authorstitles", new Author("345-67-8901", "Yoshikazu", "Hata", "000 345-6789", true)); 
ctx.AddObject("authorstitles", new Author("156-78-9012", "Nobuyuki", "Hata", "000 456-7890", true)); 
ctx.AddObject("authorstitles", new Title("BU1032", "The Busy Executive's Database Guide", 19.99, new 
DateTime(1991, 06, 12))); 
ctx.AddObject("authorstitles", new Title("BU1111", "Cooking with Computers Surreptitious Balance Sheets", 
11.95, new DateTime(1991, 06, 09))); 
ctx.AddObject("authorstitles", new Title("BU2075", "You Can Combat Computer Stress!", 2.99, new 
DateTime(1991, 06, 30))); 
ctx.AddObject("authorstitles", new Title("BU7832", "Straight Talk About Computers", 19.99, new 
DateTime(1991, 06, 22))); 
 
// トランザクショナルなセーブ（Entity Group Transaction） 
var result = ctx.SaveChangesWithRetries(SaveChangesOptions.ContinueOnError); 
 
Console.WriteLine("一括してデータを書き込みました。"); 
 

C# 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

同一テーブルに異なる 

構造のデータを保存する 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 （参考） Entity Group Transaction （EGT）の使い方（続き） 

  構造の異なるエンティティを同一テーブルに格納した場合について 

 前述のサンプルの実行結果の例 

 見掛け上はひとつのテーブルに格納されているが、すべてのレコード（デー
タ）がすべてのプロパティを持つわけではない 

 当該オブジェクトに対応するフィールドのみを保持する形になる 

 このようなデータ保存が可能なのは、RDBMS と異なり、「表構造スキー
マ」を意識していないため 

 このため、Azure のテーブル ≠ RDBMS のテーブル、と考えるべき 

PartitionKey RowKey Timestamp au_id au_fname au_lname phone contract title_id title_name price pubdate
000 a_123-45-6789 2009/12/22 6:29:34123-45-6789Nobuyuki Akama 000 123-4567True
000 a_234-56-7890 2009/12/22 6:29:34234-56-7890Hiroshi Shibuya 000 456-7890True
000 a_345-67-8901 2009/12/22 6:29:34345-67-8901Yoshikazu Hata 000 345-6789False
000 a_156-78-9012 2009/12/22 6:29:34156-78-9012Nobuyuki Hata 000 456-7890True
000 t_BU1032 2009/12/22 6:29:34　 BU1032 The Busy Executive's Database Guide19.99 1991/06/12
000 t_BU1111 2009/12/22 6:29:34　 BU1111 Cooking with Computers Surreptitious Balance Sheets11.95 1991/06/09
000 t_BU2075 2009/12/22 6:29:34　 BU2075 You Can Combat Computer Stress!2.99 1991/06/30
000 t_BU7832 2009/12/22 6:29:34　 BU7832 Straight Talk About Computers19.99 1991/06/22

p.336 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 
// データ検索処理 
var query1 = ctx.CreateQuery<Author>("authorstitles").Where(a => a.au_fname == "Nobuyuki"); 
foreach (var a in query1) Console.WriteLine("{0} : {1} {2}",a.au_id, a.au_fname, a.au_lname); 
// → 123-45-6789, 156-78-9012 のみがヒット 
 
var query2 = ctx.CreateQuery<Title>("authorstitles").Where(t => t.price > 15); 
foreach (var t in query2) Console.WriteLine("{0} : {1} {2}", t.title_id, t.title_name, t.price); 
// → BU1032, BU7832 のみがヒット 
 
// データ更新処理 
var query3 = ctx.CreateQuery<Author>("authorstitles").Where(a => a.au_fname == "Nobuyuki"); 
foreach (var a in query3) 
{ 
    a.au_fname = "Masayuki"; 
    ctx.UpdateObject(a); 
} 
var query4 = ctx.CreateQuery<Title>("authorstitles").Where(t => t.price > 15); 
foreach (var t in query4) 
{ 
    t.price = t.price + 1; 
    ctx.UpdateObject(t); 
} 
 
// 一括バッチ反映 
ctx.SaveChangesWithRetries(SaveChangesOptions.Batch); 
Console.WriteLine("一括してデータを書き込みました。"); 

C# 

同一テーブルに異なる 

構造のデータを保存する 

一括バッチ反映を実施 

（同一パーティション内であればトランザク
ション処理が可能） 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 （参考） Entity Group Transaction （EGT）の使い方（続き） 

 （当たり前だが）前述の例のように、異なるタイプのデータを同一テー
ブルに入れることは、実業務ではふつう行わない 

 author データは authors テーブルに、employee データは employees 

テーブルに入れるのがふつう（同一テーブルに入れることはない） 

 このテクニックは、例えば注文オブジェクトと注文明細オブジェクトを
固めて取り扱いたい場合に利用するものである 

 Order オブジェクトと OrderDetail オブジェクトは、「まとめてひとつの」固
まりであるべきであるため 

 しかし、このままでは「個別のデータ」として処理されてしまう 

Orders テーブル 

OrderDetails テーブル 

OrdersAnd 

OrderDetails 

テーブル 

Order 

オブジェクト 

OrderDetail 

オブジェクト 

Order 

オブジェクト 

OrderDetail 

オブジェクト 

テーブルを 

非正規化して 

1 つにまとめる 

このままだと 3 件の個別の 

データとして処理されてしまう 

p.338 

 （参考） Entity Group Transaction （EGT）の使い方（続き） 

 EGT はまさにこのようなケースで利用する 

 本来的に「ひとつの固まり」である Order オブジェクトと OrderDetail オ
ブジェクトを、「まとめて」ストレージにコミットさせるために利用する 

 これらは本来的に「ひとつの固まり」であるため、同一テーブル内の同一
パーティションに格納するべきである（EGT の仕様にも綺麗に合致） 

 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

Tx 

Orders テーブル 

OrderDetails テーブル 

Tx 

OrdersAnd 

OrderDetails 

テーブル 

Order 

オブジェクト 

OrderDetail 

オブジェクト 

Order 

オブジェクト 

OrderDetail 

オブジェクト 

実現 

不可 テーブルを 

非正規化して 

1 つにまとめる 

1 パーティション内に 

閉じていれば、 

EGT により 1 つの 

トランザクションで 

処理できる 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 （参考） Entity Group Transaction （EGT）の使い方（続き） 

 注意！ EGT を「複数件のデータ書き込みを同一トランザクションにま
とめる」という目的で利用するべきではない 

 そもそも Azure Table ストレージは「Key-Value 型のストレージ（KVS）」 

 KVS = データ項目を 1 件単位に出し入れするストレージ、と考えるべき 

 前述したような EGT の使い方は、この Key-Value 型ストレージの基
本的な考え方を踏襲した使い方であるといえる 

ロード 

バランサ 

HTTP/HTTPS 

（REST 操作） 

Windows Azure ストレージサービス 

認 

証 

PartitionKey = "AAA" 

PartitionKey = "BBB" 

PartitionKey = "CCC" 

物理的な実装としては Order オブ
ジェクトと OrderDetail オブジェク
トに分かれてしまっているが、出し
入れを行うときはこの固まり単位
に行う（このために EGT を活用で
きる！） 

p.340 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 （参考） TableServiceEntity クラスの活用について 

 ここまでのサンプルでは直接クラスを実装する方式について示したが、
実装を簡素化し、可読性を高める方法も用意されている 

 TableServiceEntity クラスと TableServiceContext クラスを継承したク
ラスをまず作成し、これらを用いると、コードの可読性が多少改善される 

 SDK などのサンプルには、こちらの手法を使って実装されているも
のもあるため、混乱しないようにすること 

 やっていることはどちらも全く同じであるため 

// データ操作のためのコンテキストオブジェクトの作成 
StorageCredentials credentials = new StorageCredentialsAccountAndKey("devstoreaccount1", 
"Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw=="); 
string baseUrl = "http://127.0.0.1:10002/devstoreaccount1"; 
PubsTableServiceContext pubs = new PubsTableServiceContext(baseUrl, credentials); 
 
// データ検索 
var query = from a in pubs.authors 
            where a.au_fname == "Nobuyuki" 
            select a; 
foreach (var a in query) Console.WriteLine(a.au_id); 

C# 

TableServiceContext クラスを継承し
たクラスを作成しておいて利用する 

これを利用すると、LINQ クエ
リが多少読みやすくなる 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 （参考） TableServiceEntity クラスの活用について 

 TableServiceEntity クラスを継承した実装パターン 
public class Author : TableServiceEntity 
{ 
    public string au_id { get; set; } 
    public string au_fname { get; set; } 
    public string au_lname { get; set; } 
    public string phone { get; set; } 
    public bool contract { get; set; } 
 
    public Author() : base() { } 
 
    public Author(string au_id, string au_fname, string au_lname, string phone, bool contract) 
    { 
        this.au_id = au_id; 
        this.au_fname = au_fname; 
        this.au_lname = au_lname; 
        this.phone = phone; 
        this.contract = contract; 
 
        base.RowKey = au_id; 
        base.PartitionKey = au_id[0].ToString(); 
    } 
} 
 

C# 

キーそのものは自分で
決定する必要がある 

TableServiceEntity 

クラス 

Author クラス 

（エンティティクラス） 

RowKey, PartitionKey, 

Timestamp フィールド 

（ランタイムの制御用フィー
ルド）が定義されたクラス 

データが本来持つべきプロ
パティだけを追加定義した 

クラス 

p.342 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 （参考） TableServiceEntity クラスの活用について 

 TableServiceEntity クラスを継承した実装パターン 

 public class PubsTableServiceContext : TableServiceContext 
{ 
    public PubsTableServiceContext(string baseAddress, StorageCredentials credentials) 
        : base(baseAddress, credentials) 
    { 
    } 
 
    public IQueryable<Author> authors 
    { 
        get 
        { 
            return this.CreateQuery<Author>("authors"); 
        } 
    } 
 
    public void AddAuthor(string au_id, string au_fname, string au_lname, string phone, bool contract) 
    { 
        base.AddObject("authors", new Author(au_id, au_fname, au_lname, phone, contract)); 
    } 
} 
 

C# 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－2. Table ストレージの操作方法 

 （参考） 構造のわからない一連のデータを Windows Azure 

Table ストレージから取り出す場合について 

 予め構造がわかっているデータを Windows Azure Table ストレージ
から取り出すことは、ここまでの方法で実現できる 

 データ構造に合わせてクラスを定義し、TableServiceContext 経由の 

LINQ クエリでデータを取り出せばよい 

 ところが構造のわからないデータはここまでの方法では取り出せない 

 Windows Azure Table ストレージを HTTP REST API で叩く場合には、
事前のスキーマ情報を必要としない（XML 形式でデータが返される） 

 しかし、現在のクライアントの LINQ ライブラリは、構造が事前に分かっ
ていることを前提としてデータを取り出すように設計されている 

 このため、C# や VB では構造が不明なデータを取り出すことができない 

 この問題は、現在のクライアントライブラリの制限事項である 

 このため、構造のわからないデータを取り出す場合には、直接 HTTP 

REST API を取り扱う必要がある 

p.344 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－3. Queue ストレージの操作方法 

 Queue ストレージを利用すると、メッセージデータのやり取り
を行うことができる 

 以下のような、非常にシンプルな メッセージキューストレージを提供 

 やり取りできるデータ → string 型と byte[] 型のみ 

 送達保証・順序制御 → Exactly-Once のみ、In-Order なし 

 リトライキュー・デッドキュー → なし 

 メッセージ暗号化 → なし（キューに対する接続時の認証のみ） 

 機能は限定的だが、プログラミングは非常に単純になっている 

HTTP/HTTPS 

（REST 操作） 

myqueue1 

myqueue2 

myqueue3 

エンキュー 

（キューへのメッセージ投入） 

HTTP/HTTPS 

（REST 操作） 

デキュー 

（キューからのメッセージ取得） 

Queue ストレージ 
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（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－3. Queue ストレージの操作方法 

 
// 接続のオープン (開発用ストレージ) 
StorageCredentials credentials = new StorageCredentialsAccountAndKey("devstoreaccount1", 
"Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw=="); 
string baseUrl = "http://127.0.0.1:10001/devstoreaccount1"; 
CloudQueueClient queueClient = new CloudQueueClient(baseUrl, credentials); 
 
// キューの取得 
CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("mytestqueue"); // すべて小文字（大文字不可） 
bool result = queue.CreateIfNotExist(); 
Console.WriteLine(result ? "キューがなかったため作成しました。" : "キューはすでにあります。"); 
 
for (int i = 0; i < 100; i++) 
{ 
    // メッセージの作成 
    string messageBody = string.Format("テストメッセージ #" + i.ToString() + " " + 
DateTime.Now.ToString()); 
    CloudQueueMessage message = new CloudQueueMessage(messageBody); // byte[] または Unicode 文字列を格納
可能 
 
    // エンキュー 
    queue.AddMessage(message); 
    Console.WriteLine("メッセージを投入しました。-> " + messageBody); 
 
    Thread.Sleep(1000); 
} 

C# 

p.346 

（参考） アプリケーションプログラムからの使い方 

－3. Queue ストレージの操作方法 

 
// キューの取得 
CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("mytestqueue"); // すべて小文字（大文字不可） 
     
while (true) 
{ 
    if (queue.Exists() == false) 
    { 
        Thread.Sleep(1000); // キューができるまで待機 
    } 
    else 
    { 
        // デキュー 
        CloudQueueMessage message = queue.GetMessage(); // 1 つメッセージを取得 
        if (message != null) 
        { 
            string messageBody = message.AsString; // byte[] の場合は AsBytes で取り出し 
            Console.WriteLine("メッセージを取り出しました。-> " + messageBody); 
            queue.DeleteMessage(message); // キューからメッセージを削除 
        } 
        else 
        { 
            Thread.Sleep(500); // メッセージ到達まで待機 
        } 
    } 
} 

C# 

取り出し作業（取り出している最中は他のユーザからは当該メッ
セージは見えなくなる） 

※ 既定のタイムアウトは 90 sec、調整したい場合には引数で指定 

削除作業（これによりメッセージが削
除される） 
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その他の Tips & Tricks 

－（参考） 各種の Azure のストレージの比較について 

 以下のような説明資料をよく見かけるが、データ構造が分か
りにくいのであまり意識しなくてよい 

 以下のことを説明するための図 

 Azure の各ストレージは、アカウントの下に複数個作成できる 

 ストレージ内には、複数個のデータを格納できる 

 しかし、内部に格納できるデータ構造や使い方は全く異なる 

 このため、わかりにくければこの図は意識しなくてもよい 

Queue 

Container BLOB 

Message 

Entity Table 

Account 

http://AccountName.table.core.windows.net/ 

http://AccountName.queue.core.windows.net/ 

http://AccountName.blob.core.windows.net/ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

p.348 

その他の Tips & Tricks 

－（参考） 結果整合性（Eventual Consistency） 

 Windows Azure ストレージサービスは、結果整合性ではな
く即時整合性を持つ 

 分散型ストレージサービスの中には、結果整合性を持つものがある 

 結果整合性（Eventual Consistency）とは... 

 操作直後にデータを取り出すと、操作内容が反映されていないことがある 

 しかしある程度（通常は数秒程度）経てば、操作内容は必ず反映されている 

 分散型ストレージサービスで結果整合性を採用するメリットは... 

 このような「割り切り」をすると、ストレージの書き込みパフォーマンスを高くす
ることができる 

 結果整合性は、適しているシステムと不向きなシステムとがある 

 適しているシステムとしては... 

 書籍販売サイトのショッピングカード（高いパフォーマンスが求められる） 

 反映が遅れることはあるが、カートの内容がなくなることはない 

 不向きなシステムとしては... 

 各種のチケット販売（即時反映されないと、重複販売などの問題が出る） 
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その他の Tips & Tricks 

－（参考） 結果整合性（Eventual Consistency） 

 Windows Azure ストレージサービスは、結果整合性ではなく、即時
整合性を持つ 

 あるユーザが行った更新が、しばらく他のユーザから認識できない状態
に置かれることはない 

 このため、更新前のデータを誤って読み取ってしまうことによって、不適
切な処理を行ってしまうことはない 

 ただし一部の操作については、適切な応答を返すことで整合性を保
つものがあることに注意する 

 例） Blob コンテナの削除の場合 

 あるユーザが Blob コンテナを削除したにもかかわらず、他のユーザからま
だ見え続ける（あたかもまだ削除されていないかのように見える）ことはない 

 しかし他のユーザから見た場合には、まだ削除されきっておらず、「削除中」
という形で見える場合がある 

 

p.350 

その他の Tips & Tricks 

－（参考） 拠点間複製（Geo-Replication）について 

 Blob, Table のデータは既定で Geo-Replication されている 

 同一リージョン内のもう一つの DC に、データが複製される 

 例） 香港のストレージサービス内に格納しているデータは、シンガポール
に複製されている  

 これにより、災害対策（Disaster Recovery）が可能になっている 

 本機能は、デフォルトで有効になっている 

 標準料金のみで利用できる（DC 間の複製トラフィック料金もかからない） 

 （参考） サポートに依 

頼することで本機能を 

無効化することも可能 

だが、料金は特に安く 

ならない 

北ヨーロッパ 

（アムステルダム） 

西ヨーロッパ 

（ダブリン） 東アジア 

（香港） 

東南アジア 

（シンガポール） 

北アメリカ 

（シカゴ） 

南アメリカ 

（サンアントニオ） 

相互 

複製 相互 

複製 

相互 

複製 
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その他の Tips & Tricks 

－（参考） 拠点間複製（Geo-Replication）について 

 内部動作について 

 プライマリロケーションに対してデータ更新が行われると、まずプライ
マリロケーション内でデータが複製される 

 クライアントに対しては、データ複製後にコミット応答が返される 

 その後、セカンダリロケーションに非同期でデータが複製される 

 非同期複製は、通常、数分以内に行われる 

 セカンダリロケーション内で、さらにデータの 3 多重化が行われる 

 合計で 6 多重化されていることになる 

データ更新処理 

（HTTP REST プロトコル） 

プライマリロケーション 

（例：香港） 

セカンダリロケーション 

（例：シンガポール） 

非同期複製 

（数分以内） 

複製 複製 複製 複製 

p.352 

その他の Tips & Tricks 

－（参考） 拠点間複製（Geo-Replication）について 

 Geo Replication に関する注意点 

 現状の Geo Replication には、SLA 定義がない 

 拠点間複製の時間遅れ、Geo Failover 時間についての規定はない 

 同一パーティション内でしか更新順序が保証されない 

 拠点間で更新内容の複製を行う際、同一パーティション内でしか更新順
序性が保たれない 

 このため、異なるパーティション間でのデータ整合性が崩れることがある 

 例） パーティション A に対して X の更新を行い、次にパーティション B に対
して Y の更新を行った場合 

 セカンダリロケーションでは Y の更新が先に反映されることがある 

 ストレージ設計の際、パーティションまたがりでのデータ整合性の維持が
必要にならないように注意する必要がある 

 Key-Value 型のストレージシステムであるため、当然といえば当然 
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その他の Tips & Tricks 

－（参考） 拠点間複製（Geo-Replication）について 

 拠点間フェイルオーバ（Geo Failover）について 

 プライマリロケーションでディザスタが発生した場合でも、いきなり拠点間
フェイルオーバが発生するわけではない 

 まずプライマリロケーション内での回復が試みられる 

 回復できないことが明らかになった場合には、まずお客様にコンタクトが
行われる（現状は手作業） 

 その後、DNS の IP アドレスがセカンダリロケーションに書き換わり、セカ
ンダリロケーションがプライマリロケーションに変わる 

 現状では、以下の機能がない（今後、機能提供を予定） 

 Geo Failover 後に、プライマリロケーションに戻す方法 

 （同一リージョン内に 3 つ以上のデータセンタができた場合に）セカンダ
リロケーションを選択する機能 

p.354 

その他の Tips & Tricks 

－（参考） ログ情報と統計情報について 

 Windows Azure ストレージサービスでは、ログ情報と統計
情報を出力させることができる 

 ログ情報 （Logs） 

 Blob, Table, Queue に対して行われた操作ログを Blob として出力 

 $logs 隠しフォルダに出力 

 統計情報 （Metrics） 

 リクエストのサマリ情報と、キャパシティに関する情報を Table に出力 

 $MetricsTransactionsBlob/Table/Queue 隠しテーブルに出力 

 （参考） キャパシティについては、現状 Blob についてのみ出力される 

 いずれも 1 時間おきに出力される 

 現時点ではツールが揃っていないため、かなりの部分を手
作業で行う必要がある 

 概要を以下に解説する 
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その他の Tips & Tricks 

－（参考） ログ情報と統計情報について 

 ログ情報と統計情報の取得の有効化について 

 取得設定については、HTTP-REST プロトコルで行うことが可能 

 右に示すような XML ファイルを GET したり POST したり 

することで設定を変更できる 

 以下の情報を設定する 

 ログ情報の取得 

 ログ取得対象とする操作 

 ログの保有期間（設定日数後は 

自動的にログを削除） 

 統計情報 

 細かい API 操作を含むか否か 

 ログの保有期間（設定日数後は 

自動的にログを削除） 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<StorageServiceProperties> 
    <Logging> 
        <Version>1.0</Version> 
        <Delete>true</Delete> 
        <Read>true</Read> 
        <Write>true</Write> 
        <RetentionPolicy> 
            <Enabled>true</Enabled> 
            <Days>7</Days> 
        </RetentionPolicy> 
    </Logging> 
    <Metrics> 
        <Version>1.0</Version> 
        <Enabled>true</Enabled> 
        <IncludeAPIs>false</IncludeAPIs> 
        <RetentionPolicy> 
            <Enabled>true</Enabled> 
            <Days>7</Days> 
        </RetentionPolicy> 
    </Metrics> 
</StorageServiceProperties> 

XML 

p.356 

その他の Tips & Tricks 

－（参考） ログ情報と統計情報について 

 ログ情報と統計情報の取得の有効化について（続き） 

 実際の設定については以下のいずれかの方法で行うとよい 

 ① コンソールアプリケーション 

 以下のアドレスのサンプルコードを利用 

 Windows Azure Storage Logging: Using Logs to Track Storage 

Requests 

 http://blogs.msdn.com/b/windowsazurestorage/archive/2011/08/03/wind

ows-azure-storage-logging-using-logs-to-track-storage-requests.aspx 

 ② Web ツール 

 Steve Marx 氏が作成した Web ツール 

を利用 

 https://storageanalytics.cloudapp.net/ 
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その他の Tips & Tricks 

－（参考） ログ情報と統計情報について 

 出力されたログや統計情報の確認方法 

 ログや統計情報は、隠し Blob や Table に出力されるため、通常の
ツールや方法では参照できないこともある 

 $ つきの Blob や Table にアクセスできるツールでないと表示されない 

 このため、場合によってはツールを開発してアクセスする必要がある 

 以下のページのサンプルコードを利用するとよい 

 Windows Azure Storage Logging: Using Logs to Track Storage 

Requests 

 http://blogs.msdn.com/b/windowsazurestorage/archive/2011/08/03/wind

ows-azure-storage-logging-using-logs-to-track-storage-requests.aspx 

 Windows Azure Storage Metrics: Using Metrics to Track Storage 

Usage 

 http://blogs.msdn.com/b/windowsazurestorage/archive/2011/08/03/wind

ows-azure-storage-metrics-using-metrics-to-track-storage-usage.aspx 

p.358 

その他の Tips & Tricks 

－（参考） ログ情報と統計情報について 

 出力されたログや統計情報の確認方法（続き） 

 具体例 （一部のフィールドのみ） 

Log 
vers
ion 

 
Transactio
n Start 
Time 

 REST 
Operatio
n Type 

 
Transa
ction 
Status 

 
HTT
P 
Stat
us 

 E2E 
Late
ncy 

 
Serve
r 
Laten
cy 

 
Authen
tication 
Type 

 
Access
ing 
Accou
nt 

 
Owne
r 
Acco
unt 

 
Serv
ice 
Type 

Request url  Object Key  RequestId 

1.0 
2011-10-
24T08:31:0
3.2289428Z 

GetBlob 
Client
OtherE
rror 

304 11 11 
authen
ticated 

nakam
a 

naka
ma 

blob 
https://nakama.blob.core.windows.net/wad-control-
container/d12c1973893b4a57adb9516d914c6cea/Affinity
ReverseProxy/AffinityReverseProxy_IN_1?timeout=90 

/nakama/wad-control-
container/d12c1973893b4a57adb9516d914
c6cea/AffinityReverseProxy/AffinityRever
seProxy_IN_1 

ab096d2d-
bace-4296-
80e9-
f67dc40646aa 

1.0 
2011-10-
24T08:31:0
3.6295082Z 

GetBlob 
Anony
mousS
uccess 

200 19 19 
anony
mous 

  
naka
ma 

blob 
http://nakama.blob.core.windows.net/cachetest/icn_close
_unselected.gif 

/nakama/cachetest/icn_close_unselected.g
if 

b127381c-
0d5e-4d48-
93a5-
c3a497e25ce7 

1.0 
2011-10-
24T08:32:0
2.4430363Z 

GetBlob 
Client
OtherE
rror 

304 10 10 
authen
ticated 

nakam
a 

naka
ma 

blob 
https://nakama.blob.core.windows.net/wad-control-
container/d12c1973893b4a57adb9516d914c6cea/Affinity
ReverseProxy/AffinityReverseProxy_IN_0?timeout=90 

/nakama/wad-control-
container/d12c1973893b4a57adb9516d914
c6cea/AffinityReverseProxy/AffinityRever
seProxy_IN_0 

dce8366c-
9613-4740-
b1a3-
76a659adb402 

1.0 
2011-10-
24T08:30:4
9.7508783Z 

ListCont
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s 
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authen
ticated 
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a 
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ma 

blob 
http://nakama.blob.core.windows.net/?comp=list&amp;tim
eout=90 

/nakama 
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2011-10-
24T08:30:5
1.9175281Z 

ListBlob
s 

Succes
s 

200 513 8 
authen
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nakam
a 

naka
ma 

blob 
http://nakama.blob.core.windows.net/cachetest?restype=
container&amp;comp=list&amp;include=metadata&amp;tim
eout=90 

/nakama/cachetest 

ec192e68-
3f0d-4f90-
976d-
3f2edc66898a 

1.0 
2011-10-
24T08:31:2
4.7070439Z 

GetBlob 
Client
OtherE
rror 

304 10 10 
authen
ticated 

nakam
a 

naka
ma 

blob 
https://nakama.blob.core.windows.net/wad-control-
container/d12c1973893b4a57adb9516d914c6cea/RootWe
b/RootWeb_IN_1?timeout=90 

/nakama/wad-control-
container/d12c1973893b4a57adb9516d914
c6cea/RootWeb/RootWeb_IN_1 

62ee019e-
5828-4bf3-
ba17-
edc49e023a73 

1.0 
2011-10-
24T08:32:5
6.5472063Z 

GetBlob
ServiceP
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Succes
s 
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authen
ticated 
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a 
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ma 

blob 
http://nakama.blob.core.windows.net/?restype=service&a
mp;comp=properties 
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693cb9b16214 
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Windows Azure ストレージサービス まとめ 

 Windows Azure ストレージサービスを使うと、安価で大容量
なストレージを使うことができる 

 BLOB （巨大なバイナリデータ） : メディアファイルなどの格納に最適 

 Table （ハッシュテーブルデータ） : キー付きのデータの保存に最適 

 Queue （メッセージキュー） : Azure サーバ間の通信に利用 

 SQL Azure データベースと Windows Azure ストレージサー
ビスをうまく使い分けてシステムを開発するとよい 

 

Windows Azure 

コンピュート 

サービス TCP/IP 

(TDS) 

SQL Azure 

データベース 

サービス 

Windows  

Azure 

ストレージ 

サービス 

HTTP 

REST 

業務 

データ 

巨大な 

データ 
BLOB 

Table 

Queue 

容量 価格 (*1) 機能 

最大 50GB 

× 容量小 
\874/GB/月 

△ 高価格 
RDBMS 

◎ 高機能 

最大 100TB 

◎ 容量大 
\13/GB/月 

◎ 低価格 
Key-Value 

× 低機能 

Module 5 

運用環境への配置と 

ポータルサイトの利用方法 

Production Deployment & Portal Sites 
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運用環境への配置とポータルサイトの利用方法 

Agenda 

 Azure の運用環境の利用方法に関して、特に理解しておく
べきポイントを解説する 

 運用環境の購入方法 

 運用環境の作成方法 

 運用環境へのアプリケーションの配置 

 Service Management API 

 リモートデスクトップ接続 

 Windows Azure の運用関連機能 

 

p.362 

運用環境の購入方法 

 Windows Azure の運用環境を利用するためには、サブスク
リプションを購入し、サービスを作成する必要がある 

 Windows Azure コンピュートサービスや SQL Azure データベース
サービスを利用するためには、まずサブスクリプションの購入が必要 

 正しく購入を行い、サービスを利用するためには、以下の概念を理解
する必要がある 

 アカウントオーナー（AO） 

 サブスクリプション 

 サービス管理者（SA） 

 

 まずはこれらの概念について解説し、そのあと、サービスの
構成方法について解説する 
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運用環境の購入方法 

－Azure の購入方法について 

 Azure では、アカウントオーナー（契約・支払の担当者）と
サービス管理者とが分かれている 

 例） ある企業において、Azure 上に構築された複数のシステムの支
払い管理を一元化したい場合 

 この場合は、下図のように、一人のアカウントオーナーがサブスクリプ
ションを 2 個購入し、それぞれにサービス管理者を割り当てる 

企業 X 

アカウントオーナー 

account_owner@live.jp 

MOCP サイト 

（Microsoft Online Services 

Customer Portal） 

サブスクリプション① 
（Azure プロジェクト①） 

サービス管理者 

admin1@live.jp 

サービス管理者 

admin2@live.jp 

購入 

割り当て 

主に契約と 

支払を担当 
実際の Azure 環境の 

運用管理を担当 

サブスクリプション② 
（Azure プロジェクト②） 

Azure ポータル 

サイト 

Azure ポータル 

サイト 

p.364 

運用環境の購入方法 

－Azure の購入方法について 

 Azure の購入方法をまとめると、以下のようになる 

 1. アカウントオーナー（Account Owner） 

 MOCP サイトを利用して、Windows Azure のサブスクリプションを購入 

 MOCP : Microsoft Online Services Customer Portal 

 https://mocp.microsoftonline.com/ 

 Azure だけでなく、BPOS などの購入もできるようになっている 

 ログインには、Windows Live ID が必要 

 購入したサブスクリプションに対して、サービス管理者を割り当てる 

 2. サービス管理者（Service Administrator） 

 Azure ポータルサイトを利用して、実際のサービスやアプリを管理する 

 Azure ポータル : https://windows.azure.com, sql.azure.com, etc. 

 ログインには、Windows Live ID が必要 

 1., 2. は同じ Live ID でも、異なる Live ID でも構わない 

 支払担当者として経理部門の担当者を、運用担当者として運用部門
の担当者を割り当てたいような場合は、個別の Live ID を利用する 

※ 「サブスクリプション」とは「契約」のこと 

（Azure の利用契約のことを、サブスクリプ
ションと呼んでいる） 

※ サブスクリプションにはいくつかの種類
がある（→ 後述） 
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運用環境の購入方法 

－サービスの作成上限について 

 Windows Azure では、1 つの Azure プロジェクトの中に、複
数のサービスを作成できる（→ 次ページ参照） 

 ① Windows Azure コンピュートサービス（ホステッドサービス） 

 1 つの Azure プロジェクトあたり最大 6 個のサービス（変更可） 

 1 つのサービスの中には最大 25 種類のサーバロール（変更不可） 

 Azure プロジェクト全体で最大 20 個の Small インスタンス（変更可） 

 ② Windows Azure ストレージサービス 

 1 つの Azure プロジェクトあたり最大 5 個のストレージ（変更可） 

 各ストレージについて、容量上限 100TB（変更不可） 

※ 全体としての容量制限以外に、BLOB, Table, Queue 個別の制限あり 

 ③ SQL Azure データベースサービス 

 1 つの Azure プロジェクトあたり最大 6 個のサーバ（変更可） 

 1 つの Azure プロジェクトあたり Business Edition, Web Edition あわ
せて最大 150 個のデータベース（変更可） 

 変更可能なものについては、サポートへの連絡により変更できる 

※ これらの利用上限値のことを「クォータ
（Quota）」と呼ぶ 

※ クォータ上限値については、各サブスクリプ
ションの解説に記載がある 

※ 変更（増加）については、支払い状況などを
確認した上で、状況に応じて承認される 

p.366 

コンピュートサービス① 

1 つの Azure プロジェクト（サービス管理者アカウント）（Windows Live ID）（admin1@live.jp） 

ストレージサービス① 

BLOB 

Table 

Queue 

ストレージサービス② 

BLOB 

Table 

Queue 

WebRole1 

WorkerRole1 

WebRole2 

コンピュートサービス② 

WebRole1 

WebRole2 

ストレージサービス③ 

BLOB 

Table 

Queue 

コンピュートサービス③ 

WebRoleA 

WorkerRole1 

コンピュートサービス④ 

WebRoleX 

WorkerRoleV 

WorkerRole2 

WebRoleY 

WorkerRoleW 

データベースサービス 

master 

データベース 

nakama-compute01 

nakama-compute02 

nakama-compute03 

nakama-compute04 

http://nakama001.cloudapp.net 

http://nakama002.cloudapp.net 

http://nakama003.cloudapp.net 

http://nakama004.cloudapp.net 

http://nakama001.XXXX. 

core.windows.net 

http://nakama002.XXXX. 

core.windows.net 

http://nakama003.XXXX. 

core.windows.net 

nakama-storage01 nakama-storage02 nakama-storage03 

サーバ名 ： rabc548i08 

pubs 

データベース 

データベースサービス 

master 

データベース 

サーバ名 ： djaw0t4u3z 

Northwind 

データベース 

データベースサービス 

master 

データベース 

サーバ名 ： fm8qkf8k8w 

Library 

データベース 

rabc548i08.database.windows.net 

djaw0t4u3z.database.windows.net 

fm8qkf8k8w.database.windows.net 

pubs 

データベース 

AdventureWorks 

データベース 
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運用環境の購入方法 

－（参考） コンピュートサービスのインスタンス数 

 コンピュートサービスのインスタンスの数え方は以下の通り 

 コンピュートサービスを利用する場合には、VM サイズを選択できる 

 Medium は x2、Large は x4、X-Large は x8 のリソース割り当てになる 

 課金もそれぞれ x2, x4, x8 

 前述の「最大 20 インスタンス」とは 

Small 換算で最大 20 という意味 

 Medium のみなら 10 インスタンス 

 X-Small は Small インスタンス 1/3  

に相当 
VM サイズ 

ハードウェア 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

ハードウェア 

Windows Azure コンピュートサービス 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

Medium 

の場合 

Small  

の場合 

Large 

の場合 

※ （注意） Staging 環境に配置しているインスタンス
も課金・カウントの対象になることに注意する（後述） 

サイズ CPU メモリ ディスク 帯域 Small 相当 

X-Small 1.0GHz x 1(共用) 768MB 20 GB 5Mbps x 1/3 

Small 1.6GHz x 1 相当 1.75GB 225 GB 100Mbps x 1 

Medium 1.6GHz x 2 相当 3.5GB 500 GB 200Mbps x 2 

Large 1.6GHz x 4 相当 7.0GB 1,000 GB 400Mbps x 4 

X-Large 1.6GHz x 8 相当 14GB 2,000 GB 800Mbps x 8 

p.368 

運用環境の購入方法 

－（参考） コンピュートサービスのインスタンス数 

 （参考） 実際のシステムで利用する VM サイズについて 

 多くの場合は、Small～Medium インスタンスをスケールアウトする 

 特に Web サーバのようなものの場合には、スケールアップよりスケール
アウトの方が有利になることが多いため 

 一般的なオンプレミスシステムでは、管理の容易性から 2～4 CPU マシ
ンを横に並べるが、Azure の場合には 1 CPU マシンを並べてもよい 

 以下のようなケースでは、Medium や Large インスタンスを使う 

 シングルサーバでしか動作させられないような処理を配置したい場合 

 ネットワークデータ転送がボトルネックになるような場合 

 

 20 で不足する場合には、カスタマーサポートに連絡する 

 支払いなどの問題がないことを確認の上、上限数が拡大される 

 場合によっては、ホステッドサービスの数についても増加を要求する 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－185 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.369 

運用環境の購入方法 

－Azure の購入に関する注意点について 

 実際にサブスクリプションを購入してサービスを構築する際
には、以下の点に注意する必要がある 

 各種の期間限定パッケージ割引プランの活用を検討する 

 例えば、2011/04/05 現在では、以下のような特別プランが存在する 

 Windows Azure Platform 特別導入プラン 

 Windows Azure Platform 標準プラン 

 Windows Azure Platform 拡張プラン 

 Windows Azure Platform SQL Azure 標準プラン 

 これらを活用することで、大きな割引が得られることもある 

 （注意） これらは期間限定キャンペーンのため、随時変更されることがある 

 また、MSDN Subscription にも Azure 利用特典が付与されているため、
これらを活用することも検討するとよい 

 最新の情報については、以下のページを参照 

 http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/offers/ 

p.370 

運用環境の購入方法 

－Azure の購入に関する注意点について 

 サブスクリプションを分けるか、ひとつにまとめるかを検討する 

 例えば、「Windows Azure Platform 拡張プラン」というパッケージ化され
たサブスクリプションを 2 個購入する場合、次の 2 つの方法がある 

 ① 1 つの Azure プロジェクトに束ねて 2 個購入する 

 ② 2 つの Azure プロジェクトに分けて 1 個ずつ購入する 

 ①の方法であっても、複数のサービスを作ることは可能 

 1 つの Azure プロジェクトの中に、2 つのコンピュートサービス（ホステッド
サービス）を作成すればよい 

 サービス管理者アカウントは共通になってしまうものの、パブリック IP アドレ
スは 2 個付与され、URL なども個別に付与される 

 ②の方法を取った場合には、以下のようなメリット・デメリットがある 

 メリット ： サービス管理者を分けることができ、明確に個別のシステムとして
運用管理を行うことができる 

 デメリット ： コンピュートサービスの残時間を共有することができない 

 どちらの方法にも一長一短があるため、運用管理要件やコスト要件に併
せてどちらを取るのかを選択すること 

Azure プロジェクト 

アカウントオーナー 

Azure プロジェクト 

サブスクリプション サブスクリプション 

サブスクリプション 
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運用環境の購入方法 

－Azure の購入に関する注意点について 

 各サブスクリプションに含まれるサービスに注意する 

 例） 「Windows Azure Platform 拡張プラン」に含まれているのは... 

 SQL Azure Business Edition データベース 1 個 （10GB） 

 Windows Azure S サイズのコンピューティングインスタンス 750 時間分 

 このため、以下のものを使うと課金が発生する 

 SQL Azure Web Edition データベース 

 X-Small インスタンス 

 大きなサイズはもったいな 

いからといってこれらを使う 

と、課金が発生してしまう！ 

 料金プランに含まれるエ 

ディションなどをよく確認 

した上で利用すること 

p.372 

運用環境の購入方法 

－（参考） Co-Admin 設定機能 

 Windows Azure では、Service Administrator として Co-

Admin （副管理者）を設定することができるようになつている 

 複数の Live ID を管理者として設定できるようになっている 

 ただし、細かい権限設定は一切できないため、一部の機能だけをオ
ペレータに委譲したいようなケースでは利用できない 

 一部の機能だけを使わせたい場合には、作り込みが必要（→ 後述す
る Service Management API を利用） 
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運用環境の購入方法 

－（参考） サブスクリプションの停止について 

 Windows Azure のサブスクリプションを停止すると、登録し
ているデータ類はすべて削除されるので注意すること 

 サブスクリプションの停止（削除）は、Azure のサポートから行う 

 Web サイトからでは、サービスの停止はできてもサブスクリプションの停
止はできないことに注意 

 サポートからサブスクリプションを停止すると、Azure ストレージや 

SQL Azure に登録しているデータはすべて削除される 

 停止された（＝支払のない）サブスクリプションのデータを保有し続けて
いると、データセンタのリソースを消費してしまうため 

 このため、必要であれば事前にデータのバックアップを取得してから、
サブスクリプションの停止を行うこと 

 現状では、データのバックアップツールは提供されていないため、手動で
データバックアップを取る 

 SQL Azure に関しては SQL Migration Wizard、Windows Azure スト
レージサービスについては Azure MMC などを利用する 

p.374 

運用環境の作成方法 

 サービス管理者は、Windows Azure ポータルサイトを利用
して、Azure の各サービスのセットアップ作業を行う 

 Windows Azure コンピュートサービス、Windows Azure ストレージ
サービス、SQL Azure データベースサービスの作成を行う 

 サービスを作成する際には、作成されたサービスがどのような URL 

名になるのかを理解しておく必要がある（→ 次ページ参照） 

 サブスクリプション① 
（Azure プロジェクト①） 

サービス管理者 

admin1@live.jp 

Azure ポータル 

サイト 

・ポータルサイトから、Windows Azure コンピュート
サービス（ホステッドサービス）と、Windows Azure ス
トレージサービス、SQL Azure などを作成 

・作成時には、画面上への表示名、アフィニティ（後
述）、URL 名などを問われるため、これらを記述 

※ 各サービスの作り方について
は、Module 2～4 を参照のこと 
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運用環境の作成方法 

－（参考） サービス名と URL 名の関係について 

 サービス名と URL 名の関係は、以下のようになっている 

  Windows Azure コンピュート
サービス 

Windows Azure ストレージ
サービス 

SQL Azure データベース
サービス 

1 アカウントあ
たり 

最大 20 サービス 最大 5 サービス 1 つのサービス 

1 つのサービ
スの中に... 

最大 5 種類のロール 
任意の数のインスタンス（※ ア
カウント全体で最大 S x 20） 

BLOB, Table, Queue がひとつ
ずつ 

最大 150 の Web Edition DB 
最大 15 の Business Edition 
DB 

サービス名 自由に設定できる 自由に設定できる （特に決める必要がない） 

URL アドレス http://?????.cloudapp.net/ 
????? は重複がない限り自由に
設定できる 
 

http://?????.blob.core.window
s.net/ 
http://?????.table.core.window
s.net/ 
http://?????.queue.core.windo
ws.net/ 
????? は重複がない限り自由
に設定できる 

http://?????.database.windo
ws.net/ 
サーバ側が自動決定し、
ユーザ側が決めることはでき
ない 

カスタムドメイ
ン登録 

特に必要なし BLOB, CDN については登録
が必要 

特に必要なし 

p.376 

運用環境の作成方法 

－（参考） カスタムドメインについて 

 実際のシステムでは、CNAME レコードを使ったカスタムドメ
インで運用することになる 

 CNAME レコードによるカスタムドメインを使う主な理由は以下の通り 

 分かりやすい ＆ 覚えやすいドメインの利用、会社ドメインの利用など 

 Web ロールサーバでの SSL 証明書の利用 

 CNAME レコードを使うには、3rd party の DNS サービスを使う 

 マイクロソフトは、DNS 登録サービスなどを行っていないため 

 Blob ストレージ及び Blob ストレージに対する CDN でカスタムドメイ
ンを使う場合には、ポータルサイトからのドメイン名登録が必要 

nakama.cloudapp.net hogehoge.com 

Web ロールサーバ DNS サーバ 

host1   IN  A     65.55.21.250 
host2   IN  A     65.55.21.251 
... 
www     IN  CNAME nakama.cloudapp.net 

http://www.hogehoge.com/ 

CNAME レコードの登録により 

*.cloudapp.net 以外の URL で 

アクセス可能になる 

CNAME による別名登録 

※ Azure の public IP アドレスは変
化する可能性があるため、public IP 

を固定的に指定することはできない 

（参考 ＆ 注意）Blob, CDN のカスタムドメイン登録機能は、ドメイン登録作業自
体の代行機能ではない。 

・Blob, CDN の 2 つは、単純な CNAME レコード登録だけではダメ。これは以下
の理由による。 

① Blob の場合、public blobではURIからアカウント情報を読み取っている。この
ため、CNAME 登録をしておかないと、ストレージ側でアカウントマッピングができ
なくなってしまう。 

② CDN の場合、HTTP リクエストの "Host" ヘッダーを読み取る仕様になってい
る。このため、事前に CNAME 登録をしておかないと、キャッシュ機能が有効に
機能しなくなる。 

→ これらからわかるように、カスタムドメイン利用のための CNAME 登録作業は、
ドメイン登録作業の代行機能でも、カスタムドメインの検証作業でもない。 

※ 具体的な設定方法は以下の URL を参照のこと 
http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2009/11/05/accessing- 

windows-azure-blobs-using-custom-storage-domain-names.aspx 
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運用環境の作成方法 

－ロケーションとアフィニティ 

 サービスを作成する場合は、ロケーションを指定する 

 "Anywhere" を指定すると、その地域（アメリカ／ヨーロッパ／アジア）
のどこかのデータセンタにサービスが作成される 

 アフィニティグループを作成することで、関連する Azure のサービス
群をネットワーク的に近い場所に配置することができるようになる 

 基本的には同一データセンタ内に各サービスを配置すること 

 同一データセンタ内の通信は課金されないため 

北ヨーロッパ 

（アムステルダム） 

西ヨーロッパ 

（ダブリン） 東アジア 

（香港） 

東南アジア 

（シンガポール） 

北アメリカ 

（シカゴ） 

南アメリカ 

（サンアントニオ） 

アフィニティグ
ループの利用 

※ SQL Azure に関してはアフィニティを設定できないため、
SQL Azure を使うシステムではサーバロケーションをきちんと
設定すること 

（参考） アフィニティの内部制御について 

・データセンタ地域として "Anywhere" が指定されている場合に
は、同一 DC に配置するように制御が行われる 

・同一 DC を指定した上でさらにアフィニティグループを設定す
ると、Azure DC 内で極力サービスを近づけるように「努力」す
る（ベストエフォートのため、保証は特になし） 

データセンタを
直接指定 

p.378 

運用環境の作成方法 

－ロケーションとアフィニティ 

 （参考） ネットワークのレイテンシについて 

 Azure では、海外拠点のデータセンタを利用するため、ネットワーク
のレイテンシ（遅延）を気にするお客様は非常に多い 

 しかし、実際には以下の点を考慮する必要がある 

 レイテンシの重要度 

 アプリケーション処理に 10 秒かかる場合、レイテンシが 200msec 異なって
いても大きな差異になるとは言えない 

 現在利用しているデータセンタのレイテンシ 

 インターネットの基幹回線にどれだけ近いかが、レイテンシを大きく左右する 

 国内データセンタだからといって、必ずしもレイテンシがよいとは言えない 

 このため、実際に簡単なアプリケーションを配置してみて、レイテンシ
を測定してみることを推奨 

 （参考） SQL Azure を使うと、DC までのレイテンシは容易に測定できる 

 "Testing Client Latency to SQL Azure" 

 http://blogs.msdn.com/b/sqlazure/archive/2010/05/27/10016392.aspx 
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運用環境の作成方法 

－（参考） 遠隔地拠点複製（DR, Geo-Replication） 

 Azure では遠隔地拠点複製のための機能も提供されている 

 同一拠点内では、既定で 3 多重化されている 

 遠隔地への複製に関しては、ストレージ種別で異なる 

 Windows Azure ストレージ → 既定で遠隔地拠点複製されている 

 SQL Azure データベースサービス → 手作業で行う必要がある 

 災害対策（Disaster Recovery）が必要な場合には、これらの機能を
うまく活用して対応する 

ストレージ種別 Windows Azure ストレージサー
ビス 

SQL Azure データベースサー
ビス 

同一拠点（DC）内 
 

自動（既定で 3 多重複製） 自動（既定で 3 多重複製） 

同一リージョン内 自動（既定で非同期に複製） 手動（bacpac のインポート／エ
クスポートで対応） 

別リージョン間 手動（自力の作り込みなどで対
応） 

手動（bacpac のインポート／エ
クスポートで対応） 

p.380 

運用環境へのアプリケーションの配置 

 完成したアプリケーションは、接続文字列などを修正した上
で、Windows Azure プラットフォーム上に配置される 

 アプリケーションをパッケージングし、Windows Azure 上に展開する 

 これについて、以下のポイントを理解しておくとよい 

 1. パッケージングの仕組み 

 2. 運用環境へのアップロードと配置 

 3. 配置に関するトラブルシューティング 

リリースに向けた 

各種の修正 

パッケージング 

サービス構成設定ファイル 

ServiceConfiguration.cscfg 

サービスパッケージファイル 

WindowsAzureProject1.cspkg 

Windows Azure 

ポータルサイト 

ポータルサイトに 

アップロードして展開 
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運用環境へのアプリケーションの配置 

－1. パッケージングの仕組み 

 Windows Azure プロジェクトでは、2 つのファイルが利用さ
れており、これを使ってパッケージング処理が行われる 

 サービス定義ファイル（.csdef） : 配置後は変更できない情報 

 サービス構成設定ファイル（.cscfg） : 配置後も変更できる情報 

 
Web Role の 

構成設定 

Worker Role の 

構成設定 

 

・ サービスに含まれるロールの名前と種類 

・ 信頼レベル（Trust Level） 

・ VM のサイズ 

・ エンドポイントの設定 

・ ローカルストレージの設定 

・ 証明書の設定 

・ 設定可能な構成設定の名前 

 

・ VM インスタンスの数 

・ 構成設定の具体的な値 

 

サービス定義ファイル 

ServiceDefinition.csdef 

サービス構成設定ファイル 

ServiceConfiguration.cscfg 

配置後に変更でき
ないものを記述 

配置後でも変更可
能なものを記述 

振り分けて 

反映 
実際に操作す
るのはこちら 

反映 

下側の 2 つのファイルに
分けて反映される 

（中身はどちらも XML 

ファイル） 

p.382 

運用環境へのアプリケーションの配置 

－1. パッケージングの仕組み 

 Visual Studio でパッケージング作業を行うと、サービス定義
ファイルを元に、パッケージファイルが作成される 

 パッケージファイル（*.cspkg） : 実際のアプリケーションと、サービス
配置にかかわる情報を含んだ .zip ファイル 

 これとサービス構成設定ファイルの 2 つをポータルからアップする 

 

・ サービスに含まれるロールの名前と種類 

・ 信頼レベル（Trust Level） 

・ VM のサイズ 

・ エンドポイントの設定 

・ ローカルストレージの設定 

・ 証明書の設定 

・ 設定可能な構成設定の名前 

 

・ VM インスタンスの数 

・ 構成設定の具体的な値 

 

サービス定義ファイル 

ServiceDefinition.csdef 

サービス構成設定ファイル 

ServiceConfiguration.cscfg 

配置後に変更でき
ないものを記述 

配置後でも変更可
能なものを記述 

発行 

 

 

・ パッケージ化されたアプリケーション 

・ サービスの配置に関わる設定内容 

サービスパッケージファイル 

WindowsAzureProject1.cspkg 

パッケー 

ジング アップロード 

して配置 

Windows Azure 

ポータルサイト 

発行時に「サービ
スパッケージだけ
を作成」を選択 

（参考） アプリケーションのサイズ上限について 

• cspkg  ファイル 最大サイズは 600 MB (600 * 1024 * 1024 

bytes). 

• Azure の Web/Worker ロールのドライブ構成上、アプリが
載っているドライブのサイズは1GBしかないことに注意する 

• 巨大なパッケージファイルはポータルサイトから直接アップ
ロードするのは困難なため、いったん Blob ストレージにアッ
プロードし、そこから配置を行うことができるようになっている 
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運用環境へのアプリケーションの配置 

－1. パッケージングの仕組み 

 （参考） サービス構成設定ファイルは配置後でも変更できる 

 ポータルサイトから直接編集することも、または新しいサービス構成
設定ファイルを作成してアップロードすることもできる 

ServiceConfig.cscfg ファ
イルをここから直接書き換
えることができる 

新しく書き換えたファイル
をここからアップロードす
ることも可能 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ServiceConfiguration …> 
  <Role name="WebRole1"> 
    <ConfigurationSettings> 
      <Setting name="..." value="..." /> 
    </ConfigurationSettings> 
    <Instances count="1" /> 
    <Certificates /> 
  </Role> 
  <Role name="WorkerRole1"> 
    <ConfigurationSettings> 
      <Setting name="..." value="..." /> 
    </ConfigurationSettings> 
    <Instances count="1" /> 
    <Certificates /> 
  </Role> 
</ServiceConfiguration> 

サービス構成 

設定ファイル 

構成設定データを書き換
えたい場合はここを変更 

インスタンス数を変更した
い場合はここを変更 

※ サービス構成設定ファイルの変更をアプ
リケーションに動的に反映させるためには、
WebRole.cs, WorkerRole.cs ファイルにイ
ベントハンドラの記述が必要（→ Module 3） 

ポータルサイトの各
サービスの構成設定
の変更 

（参考） 実際のシステムでは、サービス構
成設定ファイルをポータルサイトから直接
書き換えるケースは限定される 

• インスタンス数の増減には使うが、構成
設定データの変更にはあまり使わない 

• 構成設定データを変更したい場合には、
アプリケーションを再配置し VIP Swap 

を行った方がよいこともある 

p.384 

運用環境へのアプリケーションの配置 

－2. 運用環境へのアップロードと配置 

 パッケージングが完了したら、まず Staging 環境へ配置する 

 いきなり Production 環境（運用環境）に配置せず、まず Staging 環
境（ステージング環境、最終チェック環境）に展開する 

 動作確認後に Production 環境と置換する（VIP Swap） 

 

 
http://azurehelloworld 

sample.cloudapp.net/ 

http://e203c70010494326898 

6e7e8a6e0df01.cloudapp.net/ 
WebRole1 

WorkerRole1 

WebRole2 

Staging 

環境 

コンピュートサービス 

WebRole1 

WorkerRole1 

WebRole2 

Production 

環境 ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

VIP 

Swap 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－193 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.385 

運用環境へのアプリケーションの配置 

－2. 運用環境へのアップロードと配置 

 2 つの環境の相違点について 

 Production 環境とは... 

 最終的に、エンドユーザに公開するアプリケーションを配置する環境 

 http://nakama.cloudapp.net/ などのアドレスになる 

 Staging 環境とは... 

 プロダクション環境にアプリケーションを公開する際に、アプリケーション
差し替えなどの目的で利用する環境 

 http://e203c700104943268986e7e8a6e0df01.cloudapp.net/ などのア
ドレスになる（配置 ID を使った URL になる） 

 以下のポイントに注意すること！ 

 ステージング環境も課金対象である 

 プロダクション環境と同様に課金されるため、注意して利用する 

 ステージング環境はテスト環境ではない 

 アプリのテスト用には、別途、ホステッドサービスを作成して利用する 

 

p.386 

運用環境へのアプリケーションの配置 

－3. 配置に関するトラブルシューティング 

 実際のアプリケーション配置では、しばしば問題が生じる 

 特に些細な設定ミスによる配置エラーがよく出る 

 このため、配置の失敗を防ぐために、よくあるミスなどを理解しておく
ことは非常に重要 

 

 以下の 2 つのポイントを知っておくとよい 

 ① 開発環境での動作確認 

 ② 配置失敗につながりやすい設定ミス 
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運用環境へのアプリケーションの配置 

－3. 配置に関するトラブルシューティング 

 ① 開発環境での動作確認 

 運用環境への配置で発生しやすいミスのひとつに、接続文字列の誤
りがあるが、これは開発環境で事前に動かすことでチェックできる 

 Azure 運用環境への配置は比較的時間がかかる（10～20 分程度）
ため、この作業を行っておいた方がよい 

 
コンピュートエミュレータ コンピュートエミュレータ 

Storage 

Emulator 

SQL 

Express 

ストレージエミュレータ Azure 環境ストレージ Azure 環境ストレージ 

Azure 環境ファブリック 

Step 1. Step 2. Step 3. 

Azure 

ストレージ 

SQL 

Azure 

Azure 

ストレージ 

SQL 

Azure 

まずは接続文字列を 

書き換えて、開発環境で 

動作確認を取る 

次にアプリケーションを 

Azure 環境に載せて、 

すべてクラウドに載せる 

p.388 

運用環境へのアプリケーションの配置 

－3. 配置に関するトラブルシューティング 

 ② 配置失敗につながりやすい設定ミス 

 以下のようなミスで、配置が失敗するケースが多いので注意する 

 参照ライブラリがローカルにコピーされていない 

 ローカル PC の GAC には入っているが、Azure 環境の GAC には含まれ
ていないライブラリに関しては、パッケージに含める必要がある 

 ライセンス的に OK か否かについては確認する必要があることにも注意 

 32 ビットのアセンブリを参照している 

 ワーカプロセスから直接 32 ビットアセンブリを使うことはできない 

 OnStart(), OnStop(), Run() で未処理例外を発生させてしまっている 

 これらのメソッドで未処理例外が発生すると、ロールインスタンスがリサイク
ルされるため、うまく起動できなくなる 

 構成設定ファイル中のストレージ接続文字列に誤りがある 

 WAD 用の接続文字列として、開発用ストレージが指定されたままになって
いる（UseDevelopmentStorage=True）と問題が生じやすい 

 ストレージサービス接続には HTTPS エンドポイントが必須なことにも注意 
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運用環境へのアプリケーションの配置 

－3. 配置に関するトラブルシューティング 

 ② 配置失敗につながりやすい設定ミス（続き） 
 Worker Role で Run() メソッドが終了してしまっている 

 Worker Role の Run() メソッドは終了してはいけない 

 終了してしまうと、ワーカプロセスが異常終了したとみなされてしまう 

 web.config / app.config に設定ミスがある 

 初期化処理中には存在しないキューやテーブルを読み取ろうとしている 

 Azure ストレージへの書き込みは遅延反映（ラグがある）ことに注意が必要 

 エクスポート可能な秘密鍵を持たない証明書を使っている 

 エクスポート可能な秘密鍵を持つ証明書以外はサポートされていない 

 これらの配置関係のよくある失敗については、以下の情報を参照 

 Troubleshooting Hosted Service Deployment States 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg465402.aspx 

 Troubleshooting Deployment Problems Using the Deployment 

Properties 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg277962.aspx 

 

 

p.390 

運用環境へのアプリケーションの配置 

－（参考） Web Deploy for Windows Azure 

 Web ロールのみを使うアプリケーションの場合、開発やテス
トの最中は Web Deploy を使ってアプリを更新すると便利 

 Azure の実環境への配置は、サーバ 

インスタンスの展開を要するため時間 

がかかる 

 Web Deploy を利用するとアプリケー 

ションだけを高速に Web ロールイン 

スタンスに送り込むことができる 

数 10 分程度 

数 10 秒程度！ 

ハードウェア 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

ユーザ B の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

ユーザ C の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

ファブリック 

コントローラ アプリ 

パッケージ 
マシンまるごとの 

再展開は時間が 

かかるが．．．． 

Web Deploy なら 

アプリ部分だけの 

差し替えのため 

極めて高速！ 
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運用環境へのアプリケーションの配置 

－（参考） Web Deploy for Windows Azure 

 利用上、いくつかの制約事項がある 

 Web ロールでのみ利用可能 

 内部的に、Web 配置（Web Deploy）と呼ばれる機能が使われている 

 このため、Worker ロールや VM ロールでは利用できない 

 Web アプリケーションプロジェクトの内容のみが更新可能 

 Full IIS の仮想ディレクトリは、更新対象とはならない 

 シングルインスタンスの場合のみ利用可能 

 複数のサーバインスタンスにアプリケーションを配置することはできない 

 サーバのイメージが再作成されると、アプリは元に戻ってしまう 

 サーバのイメージ再作成が行われた場合は、最初にアップロードした
パッケージファイルからイメージが再作成される 

 このため、Web 配置でアップロードしたアプリケーションは失われる 

 以上のような制限があるため、開発・テスト目的でのみ使う 

 運用環境では VIP スワップなどを使うこと 

p.392 

運用環境へのアプリケーションの配置 

－（参考） Web Deploy for Windows Azure 

 （参考） 具体的な使い方は以下の通り 

 Windows Azure SDK 1.4.1 Refresh 以降をインストール 

 リモートデスクトップを構成（後述） 

 初回のアプリケーション配置を行う際に、Web Deploy 機能を有効化 

 以降は、Web アプリケーションプロ 

ジェクトの「発行」機能でアプリを更新 
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運用環境へのアプリケーションの配置 

－（参考） Web Deploy for Windows Azure 

 「Web の発行」では、自動的に 

発行プロファイルが作成されて 

いるのでこれを利用 

 リモートデスクトップのユーザ名 

とパスワードを指定して更新 

p.394 

運用環境へのアプリケーションの配置 

－（参考） Web Deploy for Windows Azure 

 （参考） 内部動作について 

 Web Deploy を有効化すると、Web ロールの仮想マシン内で、Web 

配置エージェントサービスが有効化される 

 msdepsvc.exe （Web Deployment Agent Service） 

 既定では、HTTPS, ポート 8172 でデータを受信（ポートは変更可） 

 Visual Studio から Web 発行を行うと、Web 配置パッケージが作成
され、これが Web ロールのマシンに送り込まれる 

 このパッケージは、*.cspkg ファイルではなく、Web 配置機能のもの 

 サーバインスタンスが再配置されているわけではないことに注意 

ハードウェア 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

ユーザ B の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

HTTPS ポート 8172 で接続 

https://nakama.cloudapp.net:8172/MsDeplo

y.axd?site=WebApplication1_IN_0_Web 

Web 配置 

サービス 

社内 FW の関係でポート 8172 による接続ができない場合には、ポート
を 443 （通常の HTTPS のポート）に変更して利用するとよい 

http://blogs.msdn.com/b/cloud/archive/2011/04/19/enabling-web-

deploy-for-windows-azure-web-roles-with-visual-studio.aspx 
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Service Management API 

 Windows Azure 上のシステムを運用管理する際、Service 

Management API を利用すると、ある程度の自動化が可能 

 ポータル上からの UI 操作では、運用を自動化することはできない 

 しかし、Service Management API を利用することにより、ポータル
上からの操作と同じことを API 経由で行うことができるようになる 

 この API を活用して作られた運用管理ツールや開発ツールも多い 

 これについて解説する 

Azure 

ポータル 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ C の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ E の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

Windows Azure コンピュートサービス 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 
手動での操作・管理 

Service Management 

API を使った自動化 

（HTTP REST） 

管理ツール 

など 
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Service Management API 

－Service Management API を使っているツール 

 この API は、様々なツールで利用されている 

 Windows Azure MMC 

 Visual Studio 2010 

 Windows Azure Service Management CmdLets、etc... 

 いずれも、Service Management API を使うための認証用
証明書の登録が必要になる 

 ここでは、Windows Azure MMC のみ解説する（が、他も同様） 

Windows Azure MMC Visual Studio 2010 Azure CmdLets 

※ Windows Azure Service Management CmdLets に関しては以下の資料を参照 

「PowerShell で始める Windows Azure アプリケーション管理」 

http://www.microsoft.com/japan/powerpro/TF/column/st2_01_3.mspx 
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Service Management API 

－Windows Azure MMC によるサービスの管理 

 Windows Azure のコンピュートサービスやストレージサービ
スは、Windows Azure MMC から管理することもできる 

 MSDN 上でソースコードつきで提供されているサンプルプログラム 

 Service Management API などを利用して、Windows Azure コンピュー
トサービスやストレージサービスを MMC から操作することができる 

 URL ⇒ http://code.msdn.microsoft.com/windowsazuremmc 

 コミュニティベースのサポート 

だが、非常に便利なツールな 

のでここで紹介する 

 利用のためには、サービス 

管理用の証明書の作成と 

アップロードが必要 

 具体的な使い方について 

以下に解説する 

p.398 

Service Management API 

－Windows Azure MMC によるサービスの管理 

 1. サービス管理用の証明書の作成 

 まず、サービス管理用の証明書を作成し、証明書 MMC から .cer 形
式でエクスポートする 

 コマンドラインから makecert.exe ツールで自己署名証明書を作成 

 証明書 MMC から .cer 形式でエクスポート 

C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\bin>makecert -n "CN=Windows Azure Management 
Certificate" -r -ss My -sr CurrentUser -pe 

コマンドライン 

・ CN は自由 

・ 証明書ストアとしては、「現在の
ユーザ」「個人用ストア」を選択 

・ 秘密鍵はエクスポートしない 

・ DER encoded binary X.509 (.cer) 

形式を選択してエクスポート 

公開鍵のみを含む 

証明書ファイル（.cer） 
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Service Management API 

－Windows Azure MMC によるサービスの管理 

 2. Windows Azure ポータルからのアップロード 

 次に、Azure ポータルサイトから、.cer ファイルをアップロードする 

 ポータルサイト内の、"Management Certificates" の項目を選択 

 "Add Certificate" から .cer ファイルをアップロードすると、証明書が画面
上に表示される 

注意！ ポータルサイトには、2 箇所、証明書をアップロードできる場所が 

あるため、正しく使い分けを行う 

• "Management Certificates" 

Service Management API や Azure Connect 用の証明書を入れる 

拡張子 ".cer" の証明書ファイル（秘密鍵なし） 

• "Hosted Services" 内の "Certificates" 

HTTPS 用の SSL 証明書やリモートデスクトップ用証明書など、アプリ 

ケーションやサービスで使う証明書を入れる 

拡張子 ".pfx" の証明書ファイル（秘密鍵つき） 

p.400 

Service Management API 

－Windows Azure MMC によるサービスの管理 

 3. Windows Azure MMC ツールの初期設定 

 Web サイトから Windows Azure MMC をダウンロードしてインス
トールし、初期設定を行う 

 ダウンロード後、ファイルを解凍し、"StartHere.cmd" ファイルを実行 

 MMC が作成・インストールされるので、これを実行 

 Subscription ID, API Certificate の二つを指定し、Connect する 

※ Subscription ID は、Azure ポータルの Account 画面から取得できる 
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Service Management API 

－Windows Azure MMC によるサービスの管理 

 以上の作業により、Windows Azure MMC を利用できる 

 Windows Azure コンピュートサービスやストレージサービスをこの画
面から操作することができる 

p.402 

Service Management API 

－Visual Studio 2010 による Azure の管理について 

 Visual Studio 2010 から Azure 環境を操作する場合も、同
様の証明書登録を行えばよい 

 Azure に登録した API 証明書と、サブスクリプション ID を指定する 
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Service Management API 

－（参考） アプリケーションコードからの利用 

 Service Management API は HTTP REST で呼び出すこと
ができるため、アプリケーションコードからも呼び出せる 

 特に情報取得のための API はほとんどが同期型 API となっている
ため、比較的簡単なコードで呼び出すことができる 

 具体例） サービス名一覧を取得する場合 

API 仕様 : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee460781.aspx 
 
https://management.core.windows.net/<subscription-id>/services/hostedservices 
 ↓ 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<HostedServices xmlns="http://schemas.microsoft.com/windowsazure"> 
  <HostedService> 
    <Url>hosted-service-address</Url> 
    <ServiceName>hosted-service-name</ServiceName> 
  </HostedService> 
  <HostedService> 
    <Url>hosted-service-address</Url> 
    <ServiceName>hosted-service-name</ServiceName> 
  </HostedService> 
</HostedServices> 
 

API 仕様 

p.404 

 

string subscriptionId = "22307b41-b09c-4a13-9e94-780b6ef9d4ff"; 
string thumbprint = "CCC52DCCA75051212569F199FFE526A171D9FB82"; // 拇印 
 
// サービス名一覧を取得 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee460781.aspx 
string targetUri = "https://management.core.windows.net/<subscription-id>/services/hostedservices" 
    .Replace("<subscription-id>", subscriptionId); 
 
X509Store store = new X509Store(StoreName.My, StoreLocation.CurrentUser); 
store.Open(OpenFlags.ReadOnly); 
X509Certificate2 certificate = store.Certificates.Find(X509FindType.FindByThumbprint, thumbprint, false)[0]; 
 
HttpWebRequest httpWebRequest = (HttpWebRequest)HttpWebRequest.Create(targetUri); 
httpWebRequest.Method = "GET"; 
httpWebRequest.Headers.Add("x-ms-version", "2011-02-25"); 
httpWebRequest.ClientCertificates.Add(certificate); 
 
WebResponse res = httpWebRequest.GetResponse(); 
StreamReader reader = new StreamReader(res.GetResponseStream()); 
XElement response = XElement.Load(reader); 
 
// 以下のような形でレスポンスが返ってくるので LINQ to XML で取得 
//<HostedServices xmlns="http://schemas.microsoft.com/windowsazure" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
//  <HostedService> 
//    <Url>https://management.core.windows.net/22307b41-b09c-4a13-9e94-
780b6ef9d4ff/services/hostedservices/nakamaeastasia</Url> 
//    <ServiceName>nakamaeastasia</ServiceName> 
//  </HostedService> 
//  <HostedService> 
//    <Url>https://management.core.windows.net/22307b41-b09c-4a13-9e94-
780b6ef9d4ff/services/hostedservices/nakamanorthcentralus</Url> 
//    <ServiceName>nakamanorthcentralus</ServiceName> 
//  </HostedService> 
//</HostedServices> 
 
string[] serviceNames = 
    (from hostedService in response.Elements("{http://schemas.microsoft.com/windowsazure}HostedService") 
        select (string)hostedService.Element("{http://schemas.microsoft.com/windowsazure}ServiceName") 
        ).ToArray(); 
 
 

C# 
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Service Management API 

－（参考） アプリケーションコードからの利用 

 Service Management API は Azure 環境内からでも呼び出
すことができるが、証明書の取り扱いに注意する 

 Service Management API 証明書はポータルサイトから各マシンに
展開するが、最終的に格納されるストアが異なる 

 通常のクライアント環境 → CurrentUser の My ストア 

 Azure 環境 → LocalMachine の My ストア 

 このため、アプリケーションコードも修正が必要になるため注意する 

 

 

X509Store store = new X509Store(StoreName.My, StoreLocation.CurrentUser); 
↓ 
X509Store store = new X509Store(StoreName.My, StoreLocation.LocalMachine); 

C# 

p.406 

Service Management API 

－（参考） SQL Azure Management API 

 Windows Azure コンピュートサービスと同様に、SQL Azure 

についても、Management API が用意されている 

 主に、以下のようなプロビジョニング作業を、API 経由で実施できる 

 SQL Azure サーバの作成と削除、列挙 

 SQL Azure サーバの管理者アカウントの設定 

 ファイアウォール設定の変更 

※ 簡単に言えば、master データベースに接続できるようになるまでの部
分を API 経由で設定することができるようになっている 

※ API 操作時の認証については、Service Management API 同様、証明
書認証により行われる 

 これらの初期作業を行った後は、以前と同様、osql などのツールで 

SQL Azure に接続し、SQL スクリプトを実行することができる 

 詳細は以下の URL を参照のこと 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg715283.aspx 
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リモートデスクトップ接続 

 実際にアプリケーションを配置する際には、リモートデスク
トップ接続を有効化しておくと、トラブルシュート時に便利 

 インスタンスに何かしらの問題が発生した場合に、直接、サーバに接
続してイベントログなどを見たりすることができるため手軽 

 特に開発中には非常に重宝する機能 

• リモートマシンに接続して中
身を操作できる 

• （リモートデスクトップの標準
機能を利用して）リモートマシ
ンのファイルをローカルマシ
ンにコピーすることができる 

ファイルをコピーして 

取り出すことも可能！ 

p.408 

リモートデスクトップ接続 

－設定方法 

 リモートデスクトップを利用するためには、以下の設定を行う 

 発行ウィザードを開き、リモートデスクトップの構成を選択 

 すべてのロールについてリモート 

デスクトップ接続を有効化する 

 さらに、証明書を作成して設定 

（Windows Azure Tools） 

 ユーザ名、パスワード、期限を設定 

初回時は、リモートデスク
トップのパスワード暗号化用
の証明書を作成する 
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リモートデスクトップ接続 

－設定方法 

 以上の作業により、サービス構成定義ファイルとサービス構
成設定ファイルに修正が加わる 

 サービス構成定義ファイル → プラグインモジュールが追加 

 サービス構成設定ファイル → ユーザ名やパスワードが設定 

 アプリケーションパッケージをアップロードする前に、作成し
たリモートデスクトップ用証明書を登録する必要がある 

p.410 

 MMC 証明書スナップインから秘密鍵つきで証明書をエクス
ポートし、これを Windows Azure ポータルサイトから登録 

 この証明書は Hosted Serv 

ices で利用するため、先の 

Service Management API 

用の証明書とは異なる場所 

に登録する 

 あとはアプリを展開するのみ 

リモートデスクトップ接続 

－設定方法 

• 秘密鍵も一緒にエクスポート 

• Perfonal Information Exchange 

- PKCS #12 (.pfx) 形式を選択し
てエクスポート 

• オプションはつけない（正しくエク
スポートしても秘密キーは削除し
ない、など） 

秘密鍵も含む 

証明書ファイル（.pfx） 

証明書を Hosted 

Service の下に登録 
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リモートデスクトップ接続 

－利用上の注意点 

 リモートデスクトップの接続に関しては、以下の点に注意する 

 TCP 3389 ポートでの直結が必要になる 

 リモートデスクトップでは RDP 接続を利用するため、TCP 3389 での直
結が必要になる 

 社内イントラネット環境からの接続ができないケースがあるため注意する 

 リモートデスクトップを有効化すると、エンドポイント数が変化する 

 リモートデスクトップを有効化すると、Azure 側に TCP 3389 の Input 

Endpoint が作成される 

 このため、リモートデスクトップを有効化していないアプリケーションと、有
効化したアプリケーションとを VIP Swap することができない（→ 後述） 

 リモートデスクトップでサーバの設定変更を行うのはご法度 

 リモートデスクトップ接続でサーバの設定変更を行っても、インスタンス数
増減やサーバのイメージ再作成などにより設定変更が消失してしまう 

 このため、リモートデスクトップでサーバの設定変更を行ってはならない 

（参考） 社内 FW の関係で TCP 3389 ポー
ト直結ができない場合には、Windows 

Azure Virtual Connect で接続できる場合が
あるため検討してみるとよい 

p.412 

リモートデスクトップ接続 

－（参考） リモートデスクトップフォワーダ 

 複数ロールから構成されるサービスの場合は、内部でフォ
ワーダが利用されるようになっている 

 "すべてのロールでリモートデスクトップを有効化" しても、実際にオー
プンされるポートは、フロントエンドにあるサーバ用 1 つのみ 

 バックエンドのマシンにリモートデスクトップ接続を行うと、フロントエン
ドのサーバがフォワーダとなってプロトコルが転送される 

L
B

 

RDP プロトコル 

TCP 3389 

Remote 

Forwarder 
転送 

Remote 

Access 

*.csdef 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ServiceDefinition name="WindowsAzureProject1" ... > 
  <WebRole name="WebRole1"> 
    ... (中略) ... 
    <Imports> 
      <Import moduleName="Diagnostics" /> 
      <Import moduleName="RemoteAccess" /> 
      <Import moduleName="RemoteForwarder" /> 
    </Imports> 
  </WebRole> 
  <WorkerRole name="WorkerRole1"> 
    <Imports> 
      <Import moduleName="Diagnostics" /> 
      <Import moduleName="RemoteAccess" /> 
    </Imports> 
  </WorkerRole> 
</ServiceDefinition> 
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Windows Azure の運用関連機能 

 Windows Azure は PaaS であるため、基本的にはアプリ
ケーションの運用監視を行えばよい 

 インフラ、ミドルの部分は極力ブラックボックスとして考えるようにし、
アプリケーションの運用監視に注力するのが望ましい 

 しかし、ミドルやインフラについても、ある程度は内部的な仕
組みを理解しておくことが望ましい 

 内部の仕組みを理解すると、「何を任せることができて、何を行わな
ければならないのか」がより一層はっきりするため 

運
用

監
視

 

インフラ 

アプリ 

ミドル 
ブラック 

ボックス 

PaaS 

ここをメインに運用監視 

SLA で約束された 

世界になるため、関知 

しなくて済むようになる 

SLA 境界線 
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Windows Azure の運用関連機能 

 具体的に知っておいた方がよいポイントとして、以下につい
て解説する 

 1. ファブリックコントローラによる障害検知の仕組み 

 ファブリックコントローラとエージェントによる障害監視の仕組み 

 2. アプリケーションの差し替え 

 ユーザがアプリケーションを差し替える 3 つの方法 

 3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 仮想マシン（ゲスト OS）へのパッチ当ての仕組み 

 4. ホスト OS のアップグレードの仕組み 

 物理マシンのホスト OS へのパッチ当ての仕組み 

 （参考） ここでは主にコンピュートサービスについて解説する 

 ストレージサービスや SQL Azure に関しては、内部動作が公開され
ていなかったり、これらの機能が提供されていないため 
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Windows Azure の運用関連機能 

－1. ファブリックコントローラによる障害検知の仕組み 

 Windows Azure は、複数の方法を組み合わせて障害を検
知する仕組みになっている 

 ファブリックコントローラと、各 OS 内のエージェントが協調動作 

 障害を検知すると、障害に応じて以下のような作業を実施 

 ロールインスタンスのリスタート、ゲスト OS やホスト OS の再起動 

 物理マシンのフェイルオーバ（別ノードへの仮想マシンの移動） 

ハードウェア 

Host 

OS 

Windows Azure Hyper-V 

Guest 

OS 

Guest 

OS 

Guest 

OS 

Base 

OS 

Image 

(Web) 

User 

App 

Base 

OS 

Image 

(Worker) 

User 

App 

Base 

OS 

Image 

(Web) 

User 

App 

Fabric 

Agent 
Guest 

Agent 

Guest 

Agent 

Guest 

Agent 

物理マシン 

ファブリック 

コントローラ 

ハードウェア 

Host 

OS 

Windows Azure Hyper-V 

Guest 

OS 

Guest 

OS 

Guest 

OS 

Base 

OS 

Image 

(Web) 

User 

App 

Base 

OS 

Image 
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App 

Base 

OS 
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App 
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Guest 
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ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

監
視

 

ホ
ス

ト
 O

S
 監

視
 ゲスト OS 

監視 

ユーザ 

アプリ 

監視 
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Windows Azure の運用関連機能 

－1. ファブリックコントローラによる障害検知の仕組み 

 （参考） 各障害が発生した場合のおおまかな動作 

 Azure は多段のレベルで障害を発見し、システムを自動復旧する 

障害の種類 ロールインスタンス ゲストOSまたはゲスト
エージェント 

ホストOSまたはホスト
エージェント 

物理ハードウェア 

障害発見方法 FCが定期的にロール
インスタンスのヘルス
チェックを行う 

（ホストOSに含まれる）
ルートエージェントが、
各ゲストエージェントの
ハートビートを確認 

FCが、ルートエージェ
ントのハートビートを確
認 

FCエージェントが、デ
ィスク、メモリ、CPUな
どの障害を報告 

障害発見時の挙
動 

ロールインスタンス
（ワーカプロセス）をリ
スタートさせる 

ゲストOSを再起動する いくつかのリトライ制御
を試みたのち、それで
もダメなら別ノードに
ロールを割り当て直す 

別ノードにロールを移
動させたうえで、当該
ノードを「要修理」状
態に変更する 

障害発見までの
時間（目安） 

約10秒 約5分 約5分 約10秒 

障害復旧までの
時間（目安） 

ロールインスタンスの
スタートアップ処理の
内容に依存 

ゲストOSの再起動＋
ロールインスタンスのス
タートアップ時間 

ホストOSの再起動＋
ゲストOSの再起動＋
ロールインスタンスの
スタートアップ時間 

ハードウェアの移動
時間＋ホストOSの再
起動＋ゲストOSの再
起動＋ロールインスタ
ンスのスタートアップ
時間 

（参考・出典） How does Azure identify a faulty role instance? 

http://blogs.msdn.com/b/mcsuksoldev/archive/2010/05/10/how-

does-azure-identify-a-faulty-role-instance.aspx 

※ 障害発見時間はあくまで目安（実際にはインスタンス再起動にか
かる時間の方が長いため、単独での数値はあまり意味がない） 
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Windows Azure の運用関連機能 

－1. ファブリックコントローラによる障害検知の仕組み 

 この障害検知メカニズムに関しては、特に設定変更は不要 

 ハード障害、OS 障害、ミドルウェア障害などについては、自動検知と
自動復旧が行われる（＝ PaaS ならではの特性） 

 これにより、SLA のラインより下側については意識しなくて済む 

 ただし、ユーザアプリケーションのヘルスチェックに関してだ
けは、場合によっては修正が必要 

 ヘルスチェックの内部仕様は以下の通り 

 RoleEnvironment.StatusCheck イベントが、10 sec 単位で発生する 

 この中で、必要に応じてロードバランサからの切り離しやロールインスタ
ンスのリサイクルを実施できるが、既定では特に何もしない 

 このような仕様であるため、既定では以下の事象には気付けない 

 アプリケーションが無現ループに陥っている 

 アプリケーションのワーカスレッドが無応答になっている 

 etc. 

 

これらはアプリの 

特性に依存するので 

一般化できない！ 
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Windows Azure の運用関連機能 

－1. ファブリックコントローラによる障害検知の仕組み 

 （注意） 前述のような障害が起こった際のマイクロソフトの対
応は、現在のところリアクティブ対応である 

 例えば、障害発生時などにマイクロソフトからメールで通知が行われ
たりすることはない（ユーザ側から問い合わせを行う必要がある） 

 障害が発生したことに気付くためには、ロールが再起動されたという
事象を監視できるようにしておけばよい 

 このためには、以下のようなことをしておくとよい 

 ロールの起動処理の中に、起動ログを記録する処理を記述する 

 Service Management API などを利用して、サービスインスタンスのステー
タス監視を行う 

 運用サイトで障害が起きた場合は、以下から問い合わせを行う 

 http://www.microsoft.com/windowsazure/support/ 

 “Report Live Site Issues” 
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Windows Azure の運用関連機能 

－1. ファブリックコントローラによる障害検知の仕組み 

 （参考） 障害の切り分けの流れ 

 ユーザアプリケーションが動作していないように見える場合には、以
下の手順で基本的な切り分けと対処を行う 

 ① まず、広域障害の有無を確認する 

 Windows Azure Service Status Dashboard を確認 

 広域障害の場合は、サービスダッシュボードを確認して回復を待つ 

 ② 自分のサービスのロールインスタンス障害の有無を確認する 

 Windows Azure Developer Portal を確認 

 インスタンスが障害を起こして再起動中などの場合には、再起動を待つ 

 ③ WAD （Windows Azure Diagnostics）で Azure ストレージに転送
されたログファイルを確認する 

 インスタンスが Running 状態だがアプリケーションが動いていない場合
には、アプリケーションの例外ログやイベントログなどを確認する 

p.420 

Windows Azure の運用関連機能 

－1. ファブリックコントローラによる障害検知の仕組み 

 （参考） 広域障害の確認について 

 Windows Azure プラットフォーム全体の稼働状況や広域障害につい
ては、サービスステータスダッシュボードから確認できる 

 http://www.microsoft.com/windowsazure/support/status/servicedash

board.aspx 

 RSS ベースで特定のサービ 

スについてのみ確認すること 

も可能 
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Windows Azure の運用関連機能 

－1. ファブリックコントローラによる障害検知の仕組み 

 （参考） 広域障害や告知があった場合のメッセージの例 
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Windows Azure の運用関連機能 

－1. ファブリックコントローラによる障害検知の仕組み 

 （参考） 有償サポートと無償サポートの切り分けについて 

 一次切り分けに関しては、お客様で実施していただく必要がある 

 支援が必要な場合は、プレミアサポート（有償）が利用可能 

 有償・無償の切り分けの考え方は、簡単に言えば以下の通り 

 製品・サービス「そのものの不具合」に関わるサポート → 無償 

 具体例：Azureのサービス（ハードウェアやミドルウェア）がダウンしているこ
とに関する問い合わせ → 無償 

 製品・サービスの「使い方」にかかわるサポート → 有償 

 具体例：Azure上でのアプリケーションの作り方や、お客様アプリケーション
のバグに基づくトラブルの問い合わせ → 有償 

 （注意）有償／無償の切り分けに関して、ある程度のグレーゾーンが
残ってしまうのは、従来のオンプレミスの場合と同様である 
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Windows Azure の運用関連機能 

－1. ファブリックコントローラによる障害検知の仕組み 

 （参考） Azure の SLA には計画停止の記載があるが、設計
上は計画停止が不要なアーキテクチャになっている 

 SLA は「保証」に関する規定であるため、実態とは違いがある 

 SLA = 99.9% = 月あたり 43 分間停止させないといけないわけではない 

 例えば... 

 コンピュートインスタンス 

 別 Fault Domain にインスタンスが 2 つ以上が配置されていることが必要 

 In-Place Upgrade を行う場合でも、全面的なサービス停止にはならない 

 ファブリックコントローラ（FC） 

 5～7 レプリカのクラスタ構成、自動フェイルオーバ機能あり 

 開発ポータルサイト 

 上記と同様に、無停止運用のアーキテクチャとなっている。 

 SQL Azure データベースサービス 

 3 ノードの複製を一時的に 4 ノードに増やした上で、対象ノードを落として
アップグレードを行う仕組みになっている 

実
態

と
し

て
の

可
用

性
や

サ
ー

ビ
ス

レ
ベ

ル
に

関
し

て
は

、
実

際
に

使
っ

て
み

る
と

よ
く
分

か
る

た
め

、
評

価
し

て
み

る
こ

と
を

推
奨

 

（参考） ファブリックコントローラのアーキ
テクチャについては、以下のカンファレンス
のセッションを参照 → PDC08 ES19 

（参考） 計画停止が発生する場合は、サー
ビスダッシュボードの RSS にて配信予定 
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Windows Azure の運用関連機能 

－1. ファブリックコントローラによる障害検知の仕組み 

 （参考） Fault Domain について 

 Windows Azure では、物理ハード障害に対する耐性を持たせるた
めに、内部的に Fault Domain と呼ばれる概念を使っている 

 Fault Domain = 物理的に落ちる際の単位を示す 

 （厳密には異なるが）コンピュートサービスを展開する物理ハードウェア
ラックと考えるとわかりやすい 

 ファブリックコントローラは、極力異なる Fault Domain へインスタンス
を展開しようとすることにより、物理ハード障害耐性を持たせている 

 SLA の 99.9% 可用性保証は、2 つ以上 

インスタンスを利用し、それぞれが異なる 

Fault Domain へ展開されていることが条 

件になっている 

 Fault Domain に関しては、特にユーザが 

意識する必要はない 

 FC が自動的に制御してくれるため 

Fault Domain #0 Fault Domain #1 
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Windows Azure の運用関連機能 

－2. アプリケーションの差し替え 

 ユーザアプリケーションのバージョンアップは、以下の 3 つ
の方法により行うことができる 

 ① VIP Swap（Virtual IP Swap） 

 プロダクション環境とステージング環境を入れ替える 

 ② In-Place Upgrade 

 ローリングアップグレードを行う 

 ③ Re-Deployment 

 いったんサービスを削除し、再度、新しく配置しなおす 

 

 それぞれに機能的な差異があるため、十分に注意して利用
する 

p.426 

入れ替え 

Windows Azure の運用関連機能 

－2. アプリケーションの差し替え 

 ① VIP Swap （Virtual IP Swap）を使ったアプリ切り替え 

 概要 

 まず、ステージング環境に新しいバージョンのアプリケーションを配置 

 ポータルサイト上の「入れ替え」ボタンを使い、プロダクション環境とス
テージング環境のアプリをロードバランサで差し替える 

 これにより、アプリを一瞬で差し替えることができる 

 制限事項 

 エンドポイント構成が同一でないと利用不可 

WebRole1 

WorkerRole1 

WebRole2 

Staging 

環境 

コンピュートサービス 

WebRole1 

WorkerRole1 

WebRole2 

http://nakama.cloudapp.net 

Production 

環境 

http://e203c700104943268986 

e7e8a6e0df01.cloudapp.net/  

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

入れ替え 

エンドユーザから見た URL 

や IP アドレスは変わらない
まま、システムが入れ替わる 
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Windows Azure の運用関連機能 

－2. アプリケーションの差し替え 

 ② In-Place Upgrade を使ったローリングアップグレード 

 概要 

 内部のサーバ群を 5 つ程度のグループ（Update Domain）に分割し、グ
ループ単位に、アプリケーションのアップグレードを行っていく 

 （参考） サーバが 5 台以下の場合には、より少ないドメイン数で分割 

 ローリングアップグレードのため、サービス全体が停止することはない 

Update 

Domain #0 

Update 

Domain #1 

Update 

Domain #2 

Update 

Domain #3 

Update 

Domain #4 

ロードバランサ 

順次、ローリングアップグレード 

アップ 

グレード 
新 旧 旧 旧 

切り離し 

WebRole1 

p.428 

 ② In-Place Upgrade を使ったローリングアップグレード 

 制限事項 

 ローリングアップグレードの最中は、新旧二つのサービスが共存する 

 このため、このような場合は、In-Place Upgrade ではなく、VIP Swap を
使うのが望ましい 

Windows Azure の運用関連機能 

－2. アプリケーションの差し替え 

ロードバランサ 

WebRole1 

アップ 

グレード 新 旧 旧 旧 

切り離し 

順次、ローリングアップグレード 

Update 

Domain #0 

Update 

Domain #1 

Update 

Domain #2 

Update 

Domain #3 

Update 

Domain #4 

WorkerRole1 

旧→旧 旧→新 

新 旧 旧 旧 
エラー 

※ フロント→バックの通信にキューを使うこと
で、通信エラーの発生は防げるが、旧→新ま
たは新→旧の呼び出しの問題については防
げない（別途対策が必要になってしまう） 
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Windows Azure の運用関連機能 

－2. アプリケーションの差し替え 

 ③ Redeploy （再デプロイ）によるアプリケーション差し替え 

 概要 

 サービスのエンドポイント構成やサービス構成が変わる場合には、前述
した VIP Swap や In-Place Upgrade は利用できない 

 このような場合には、いったんサービスを停止・削除し、新規にサービス
を配置する 

 制限事項 

 削除～再配置までの間、サービスが完全に停止することになる 

WebRole1 

WorkerRole1 

WebRole2 

サービスの構成が変わる場合には、 

サービスをいったん破棄したうえで、新しく配置する 

WebRoleX 

WorkerRoleY 

削除 新規配置 
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Windows Azure の運用関連機能 

－2. アプリケーションの差し替え 

 3 つのアプリケーション差し替え方法は、以下のように使う 

 通常のアプリケーションアップグレードは VIP Swap を使う 

 エンドポイント構成などが変わる大きなアップグレードの際は、計画
停止時間を取り、Redeploy を行う 

  ① VIP Swap ② In-Place Upgrade ③ Redeploy 

概要 ロードバランサで 
Production / Staging 環
境を入れ替える 

サーバ群を適宜ロードバ
ランサから切り離し、ロー
リングアップグレードする 

サービスをいったん削除
し、サービスを改めて新
規に配置する 

サービス構成が
変更されたとき 

利用できない 利用できない 利用できる 

切り替えにかか
る時間 

一瞬 10分～20分程度 (アプリ
に依存) 

10分～20分程度 (アプリ
に依存) 

利用する環境 Production, Staging の両
方 

Production 環境のみ Production 環境のみ 

課金の連続性 あり（それぞれ同一の配
置 ID のまま） 

あり（同一の配置 ID の
まま） 

なし（異なる配置 ID にな
る） 
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Windows Azure の運用関連機能 

－2. アプリケーションの差し替え 

 前述の内容からもわかるように、Azure における Staging 環
境の主な使い道は、運用環境における VIP Swap である 

 一般的な「ステージング環境」はテスト環境や検収環境を兼ねている
ことも多いが、その目的で使ってしまうと VIP Swap ができなくなる 

 もしテスト環境や検収環境が必要であるのなら、コンピュートサービ
スを別途作成し、そちらを利用することが望ましい 

普段は空けておき、 

アプリケーションの 

アップグレード時に 

利用する Staging 

環境 

WebRole1 

WorkerRole1 

WebRole2 

Production 

環境 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

実運用環境 

通常は 

使わない 
Staging 

環境 

WebRole1 

WorkerRole1 

WebRole2 

Production 

環境 
ロ

ー
ド

バ
ラ

ン
サ

 
ロ

ー
ド

バ
ラ

ン
サ

 

テスト環境 別途 

作成 

こちらで 

テスト 
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Windows Azure の運用関連機能 

－2. アプリケーションの差し替え 

 （参考） 3 つのアプリケーション差し替え方法の相違点 

 極力 VIP Swap を使うことが望ましい 

 ただし、VIP Swap ではエンドポイント数の変更ができないことに注意 

  ① VIP Swap ② In-Place Upgrade ③ Redeploy 

ゲスト OS バージョンの変更 ○ ○ ○ 

.NET 信頼度レベルの変更 ○ ○ ○ 

VM サイズの変更 ○ ○（SDK1.5より） ○ 

ローカルストレージの設定変更 ○ ○ （増加のみ, SDK1.5より） ○ 

ロールの種類 ○ ○ ○ 

ロールインスタンスの数 ○ ○ ○ 

エンドポイント数・種類の変更 × ○（SDK1.5より） ○ 

構成設定項目の変更 ○ ○ ○ 

構成設定値の変更 ○ ○ ○ 

新しい証明書の追加 ○ ○ ○ 

既存の証明書の変更 ○ ○ ○ 

アプリコードの変更 ○ ○ ○ 
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Windows Azure の運用関連機能 

－2. アプリケーションの差し替え 

 （参考） Sorry ページへの差し替えについて 

 各種のシステム障害時やメンテナンス時間帯に Sorry ページへの切
り替えを行いたい場合には、ダミーアプリケーションを用意する 

 速やかに Sorry ページへ切り替える必要があるシステムの場合には、
Staging 環境に Sorry アプリを事前に配置しておくとよい（配置にはそれ
なりに時間がかかるため） 

web.config 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<configuration> 
  <system.web> 
    <compilation debug="true" targetFramework="4.0" /> 
    <customErrors mode="On" defaultRedirect="~/Default.aspx" /> 
  </system.web> 
</configuration> 
 

Sorry ページを 

一つだけ持った 

アプリケーション 

すべてのリクエスト
を Sorry ページに
リダイレクト 

Staging 環境 

WebRole1 

Production 環境 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

実運用環境 

WebRole1 

業務 AP 

Sorry アプリ 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 Windows Azure 環境におけるセキュリティパッチなどの適
用は、OS のまるごと差し替えの形になっている 

 Azure 環境でもパッチ適用は行われているが、通常の Windows 

Update の仕組みは使われていない 

 SKU が通常の Windows と異なるため、自動適用対象外になる 

 その代わりに、パッチが適用された Guest OS のイメージが、概ね月
次でリリースされている 

 2011/04/05 時点での最新の Guest OS のリスト → 次ページ 

 ユーザは、適宜、自分の使っている Guest OS を、リリースされた最
新の Guest OS に差し替える必要がある 

 だるま落としのように、下側を 

まるごと差し替える形になって 

いる 

 

ユーザ 

アプリ 

Guest OS 

1.5 

ユーザ 

アプリ 

Guest OS 

1.6 

アプリは 

そのまま 

再利用 

OS をまるごと 

新しいものに変更 

パッチ 

適用済み 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

バージョン ベース OS 構成設定値 リリース日 SDK 主な機能追加・修正 

1.0 Windows Server 2008 SP2 WA-GUEST-OS-1.0_200912-01 2009/12/07 1.0 初期リリース、SDK 1.0 

1.1 Windows Server 2008 SP2 WA-GUEST-OS-1.1_201001-01 2010/01/30 1.1 SDK 1.1 

1.2 Windows Server 2008 SP2 WA-GUEST-OS-1.2_201003-01 2010/04/05 1.1 .NET 4.0 RC 

1.3 Windows Server 2008 SP2 WA-GUEST-OS-1.3_201004-01 2010/04/30 1.2 SDK 1.2、.NET 4.0 

1.4 Windows Server 2008 SP2 WA-GUEST-OS-1.4_201005-01 2010/06/17 1.2 ADO.NET データサービス 

1.5 Windows Server 2008 SP2 WA-GUEST-OS-1.5_201006-01 2010/07/20 1.2 脆弱性パッチ 

1.6 Windows Server 2008 SP2 WA-GUEST-OS-1.6_201008-01 2010/09/01 1.2 脆弱性パッチ 

1.7 Windows Server 2008 SP2 WA-GUEST-OS-1.7_201009-01 2010/10/01 1.2 脆弱性パッチ 

1.8 Windows Server 2008 SP2 WA-GUEST-OS-1.8_201010-01 2010/11/07 1.3 脆弱性パッチ 

1.9 Windows Server 2008 SP2 WA-GUEST-OS-1.9_201011-01 2010/12/13 1.3 脆弱性パッチ 

1.10 Windows Server 2008 SP2 WA-GUEST-OS-1.10_201101-01 2011/02/15 1.4 SDK1.4、脆弱性パッチ 

1.11 Windows Server 2008 SP2 WA-GUEST-OS-1.11_201102-01 2011/03/28 1.4 脆弱性パッチ 

2.0 Windows Server 2008 R2 WA-GUEST-OS-2.0_201010-01 2010/11/22 1.3 R2 初期リリース、SDK 1.3 

2.1 Windows Server 2008 R2 WA-GUEST-OS-2.1_201011-01 2010/12/13 1.3 脆弱性パッチ 

2.2 Windows Server 2008 R2 WA-GUEST-OS-2.2_201101-01 2011/02/15 1.4 SDK1.4、脆弱性パッチ 

2.3 Windows Server 2008 R2 WA-GUEST-OS-2.3_201102-01 2011/03/28 1.4 脆弱性パッチ 

最新情報 → http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee924680.aspx 

最新リリース情報 RSS →http://services.social.microsoft.com/feeds/feed/WindowsAzureOSUpdates 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 Azure Guest OS に関しては、以下の 2 側面から理解する
必要がある 

 ① Azure チームによる Guest OS のリリース 

 Guest OS のバージョン番号 

 緊急セキュリティパッチの取扱い 

 各ユーザのシステムへの強制パッチ適用ポリシーについて 

 Guest OS のサポート期間 

 ② ユーザ側による最新の Guest OS の適用 

 手動アップグレードと自動アップグレード 

 サービス構成設定ファイルによる設定方法 

 Guest OS 変更時の内部的な挙動について 

 実際のシステムにおける適用方法 

 手動アップグレードに関する注意点 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 ① Azure チームによる Guest OS のリリース 

 Azure Guest OS のバージョン番号は、単純化されている 

 メジャー番号 ： OS の種類 

 マイナー番号 ： 当該 OS の中でのバージョン番号 

 機能追加とパッチ適用が行われた OS イメージがリリースされる 

 下方互換性に最新の注意を払い、限られたものだけを含めている 

 このようなマイナーアップデートは、概ね月次で行われている 

 Windows OS の定期セキュリティパッチの月次配信と同じ考え方 

1.0 1.1 1.2 1.8 

2.0 2.1 

時間軸 

2009.12.07 2010.01.30 2010.04.05 

SDK1.1 .NET4RC SDK1.2 

機能追加／修正、セキュリティ脆弱性の修正 

Guest OS 

Ver.1  

(Win2k8x64) 

Guest OS Ver.2 

(Win2k8R2x64) 

1.9 

2.2 

極めて高い 

互換性 

比較的大きな 

アップデート 
1～2 ヶ月に 1 度、 

まとめて修正（パッチ）が 

適用される 

1.10 

どのパッチを適用するかに関しては 

Azure の開発・運用チームが独自に
決定している 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 ① Azure チームによる Guest OS のリリース（続き） 

 緊急セキュリティパッチの取扱いについて 

 緊急セキュリティパッチがリリースされた場合には、各メジャーバージョン
系列の最も新しい Guest OS に対して、パッチ適用済み OS が作られる 

 Ver 1.x, 2.x 二つの系列があるときには、それぞれに最新版が作られる 

 何らかの方法で、各ユーザに対して通知が行われる 

 一定の猶予期間を与えた上で、強制的にアップグレードが行われる 

 いきなり予告なしで各ユーザの OS を強制アップグレードすることはしない 

1.0 1.1 1.2 1.8 

2.0 2.1 

緊急 

セキュリティ 

パッチ 

時間軸 

2009.12.07 2010.01.30 2010.04.05 

SDK1.1 .NET4RC SDK1.2 

機能追加／修正、セキュリティ脆弱性の修正 

緊急のセキュリティ脆弱性の修正 

Guest OS 

Ver.1  

(Win2k8) 

Guest OS 

Ver.2 

(Win2k8R2) 

パッチ適用 

パッチ適用 

zzzz.zz.zz 

zzzz.zz.zz 

1.y 

2.2 

1.x 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 ① Azure チームによる Guest OS のリリース（続き） 

 各ユーザのシステムへの強制パッチ適用ポリシーについて 

 過去にリリースされた Guest OS を修正することはない 

 例えば、ver 1.0～1.3 の Guest OS を使っている最中に、OS に勝手にパッ
チが当たることはない 

 手動アップグレード（後述）に設定されている場合、基本的には、Microsoft 

が予告なしに勝手に OS をアップグレードすることはない 

 極めて致命的なセキュリティ脆弱性が見つかった場合に限り、以下のよ
うな作業が行われる 

 パッチが適用された最新の OS が、メジャー系列ごとに作られる 

 お客様へ何らかの方法で通知を行う 

 一定の猶予期間を置き、各テナントに最新 OS を強制適用する 

 ただし 2011/04/05 までに、このようなリリースは行われていない 

 Code Red のような極めて深刻なセキュリティ問題（テナント境界を侵食しか
ねないような重大な問題）が発生した場合に限り、このようなパッチ適用が行
われる予定となっている 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 ① Azure チームによる Guest OS のリリース（続き） 

 Windows Azure Guest OS のサポート期間は、元となる OS のサ
ポート期間に一致する 

 例） Windows Azure Guest OS ver 1.x の場合 

 元となっているOSは、Windows Server 2008 Enterprise x64（※ not R2） 

 サポートライフサイクルは Windows Server 2008 Enterprise に準拠 

 メインストリームサポート終了予定日 2013/07/09 

 延長サポート終了予定日 2018/07/10 

 例） Windows Azure Guest OS ver 2.x の場合 

 元となっているOSは、Windows Server 2008 Enterprise x64 R2 

 サポートライフサイクルは Windows Server 2008 Enterprise R2 に準拠 

 （注意） 緊急セキュリティパッチがリリースされた場合には、古い 

Guest OS バージョンが利用不可になる可能性は当然ある 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 ② ユーザ側による最新の Guest OS の適用 

 ユーザ側は、Guest OS の適用方法を以下の 2 通りから選択できる 

 A. 自動アップグレード 

 新しい Guest OS イメージがリリースされた場合に、自動的にこれを適用し
てもらう方式 

 同一 OS Family 内（同一メジャーバージョン内）の最新版が自動適用される 

 B. 手動アップグレード 

 利用する OS を特定のバージョンの Guest OS イメージに固定する方式 

 新しい Guest OS イメージがリリースされても、自動的に切り変わらない 
Windows Server 2008 SP2 → 1.x 系列 

Windows Server 2008 R2 → 2.x 系列 

Automatic = 自動的にアップグレード 

特定バージョン指定 = 手動でアップグレード 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 ② ユーザ側による最新の Guest OS の適用（続き） 

 利用する Guest OS やアップグレード方法については、サービス構
成設定ファイルを用いて設定することもできる 

 ■ 自動アップグレード 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<ServiceConfiguration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" serviceName=""  
    osFamily="1" osVersion="*"  
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceConfiguration"> 
  <Role name="WebRole1"> 
    ... 
 
■ 手動アップグレード（Guest OS バージョン固定） 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 
<ServiceConfiguration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" serviceName=""  
    osFamily="2" osVersion="WA-GUEST-OS-2.3_201102-01"  
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceConfiguration"> 
  <Role name="WebApplication1"> 
     ... 
 

*.cscfg 

• 現時点では UI から設定すること
ができないため、手作業でサービ
ス構成設定ファイルを開いて設定
する必要がある 

• 既定（無指定）の場合、自動的に 

osFamily="1", osVersion="*" と
なる 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 ② ユーザ側による最新の Guest OS の適用（続き） 

 Guest OS のバージョンを変更すると内部的には In-Place Upgrade 

を用いたローリングアップグレードが行われる 

 下図のように、各 Update Domain のマシンが作り直されていく 

 この Guest OS イメージ差し替えは、仮想マシンの作り直しになる 

 仮想マシンをアップグレードするわけではなく、新しい Guest OS イメー
ジを使って仮想マシンを作り直す挙動になる 

 このため、古いインスタンスは削除されて消失することに注意する 

Update 

Domain #0 

Update 

Domain #1 

Update 

Domain #2 

Update 

Domain #3 

Update 

Domain #4 

ロードバランサ 

順次、ローリングアップグレード 

アップ 

グレード 
新 旧 旧 旧 

切り離し 

WebRole1 

作り 

直し 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 ② ユーザ側による最新の Guest OS の適用（続き） 

 実際のシステムにおいては、以下のようにするとよい 

 A. 比較的小規模な簡易なシステムの場合 

 自動アップグレードを設定しておくことが望ましい 

 最新版の Guest OS がリリースされた際に、適用をし忘れることがなく安全 

 （参考） 最新の Guest OS リリース時には、すべてのサーバに即日適用さ
れるわけではない（数日間をかけて、Azure 全体に適用されていく） 

 B. 特にデグレードリスクを気にするようなシステムの場合 

 手動アップグレードを設定し、Guest OS バージョンを固定しておく 

 毎月デグレードテストをするのが非現実的な場合には、数か月おきに行い、
一気に Guest OS のバージョンを上げるとよい 

 （参考） 手動アップグレードを使う場合には、In- 

Place Upgrade ではなく、VIP Swap によりアッ 

プグレードしてもよい 

Staging 環境 

WebRole1 

Production 環境 ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

ロ
ー

ド
バ

ラ
ン

サ
 

実運用環境 

WebRole1 

1.5 

1.10 
• 最新の Guest OS バージョンを使って、アプリケー

ションを Staging 環境に配置 

• VIP Swap により、運用環境との差し替えを実施 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 ② ユーザ側による最新の Guest OS の適用（続き） 

 注意！ 手動アップグレードに関しては、以下の点を誤解しやすいの
で気を付けること 

 手動アップグレードに設定したとしても、強制的に Guest OS がアップグ
レードされる可能性は残っている 

 手動アップグレードを設定しておくと、平常時には自動的に Guest OS が
アップグレードされることはなくなる 

 しかし、緊急セキュリティパッチがリリースされた場合はこの限りではない 

 手動アップグレードだからといって、Guest OS をアップグレードしなくて
よいというわけではない 

 緊急セキュリティパッチがリリースされた場合、一定の猶予期間後に最新版
にアップデートしなければならなくなる 

 この際、古いバージョンから一気にアップデートすると、（機能追加なども含
まれるため）デグレードリスクは相応に大きくなる 

 このため、数か月おきにはアップグレードすることを推奨 

 

p.446 

Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 ② ユーザ側による最新の Guest OS の適用（続き） 
 手動アップグレードに設定できるのは、コンピュートサービスのみ 

 Windows Azure ストレージサービスや SQL Azure データベースは、全
ユーザに対して強制的にパッチが適用される 

 このため、コンピュートサービスだけ手動アップグレードに設定したとしても、
得られる効果は限定的である 

 （この点を考えると、コンピュートサービスも割り切りで自動アップグレードに
設定してしまう方が現実的とも言える） 

 手動アップグレードは、インスタンス再作成を防ぐオプションではない 

 仮に手動アップグレードに設定していたとしても、仮想マシンのイメージが再
作成される場合がある 

 典型的には、物理マシン障害による仮想マシンのノード移動、ホスト OS の
アップグレード（後述）がある 

 つまり、手動アップグレードを設定していたとしても、Azure FC により当該イ
ンスタンスが再作成されるケースがあることに注意が必要 

 以上の点に注意して、アップグレード方式を選択するとよい 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－224 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.447 

Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 （参考） SQL Azure のアップデートの内部の仕組みについて 

 内部的には、OS とサービスのアップデートに分けて行われている 

 OS のアップデート 

 Windows/Microsoft Update経由で行われている 

 緊急・重大なパッチについては、即時適用される。 

 サービスのアップデート 

 バグフィックス、機能強化ともに、SQL Azureチームによって行われる。 

 いずれの場合も、以下のような振る舞いとなる 

 ローリングアップグレードが行われるため、サービスの全面的な停止はない 

 アプリケーションから見ると、アップデート時に一度コネクションが切断される 

 データの損失はない 

 内部的には、「3ノードレプリカ」ルールを常に守る 

 セカンダリノードを 1 つ増やし（＝4 ノード化）、1 つ落としてパッチ適用 

 つまり、パッチ適用中に 2 ノードに落ちることがない。（MSCSやDBMへの
パッチ適用時との大きな違い） 

 http://blogs.msdn.com/b/sqlazure/archive/2010/04/30/10004818.aspx 
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Windows Azure の運用関連機能 

－3. ゲスト OS のアップグレードの仕組み 

 その他の注意点 ＆ 参考情報（続き） 

 Windows Azure MMC を使う場合、既定では OS バージョン情報が
古くなっているため、ファイルを修正するとよい 

 C:\WindowsAzureMMC\release\Resources\WindowsAzureGuestOS

Versions.txt のファイルに OS バージョンの一覧があるので追記 

 文字列情報は以下から入手 → http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ee924680.aspx 

 WA-GUEST-OS-1.0_200912-01;Windows Azure Guest OS 1.0 (Release 200912-01) 
WA-GUEST-OS-1.1_201001-01;Windows Azure Guest OS 1.1 (Release 201001-01) 
WA-GUEST-OS-1.2_201003-01;Windows Azure Guest OS 1.2 (Release 201003-01) 
WA-GUEST-OS-1.3_201004-01;Windows Azure Guest OS 1.3 (Release 201004-01) 
WA-GUEST-OS-1.4_201005-01;Windows Azure Guest OS 1.4 (Release 201005-01) 
WA-GUEST-OS-1.5_201006-01;Windows Azure Guest OS 1.5 (Release 201006-01) 
WA-GUEST-OS-1.6_201008-01;Windows Azure Guest OS 1.6 (Release 201008-01) 
WA-GUEST-OS-1.7_201009-01;Windows Azure Guest OS 1.7 (Release 201009-01) 
WA-GUEST-OS-1.8_201010-01;Windows Azure Guest OS 1.8 (Release 201010-01) 
WA-GUEST-OS-1.9_201011-01;Windows Azure Guest OS 1.9 (Release 201011-01) 
WA-GUEST-OS-1.10_201101-01;Windows Azure Guest OS 1.10 (Release 201101-01) 
WA-GUEST-OS-1.11_201102-01;Windows Azure Guest OS 1.11 (Release 201102-01) 
WA-GUEST-OS-2.0_201010-01;Windows Azure Guest OS 2.0 (Release 201010-01) 
WA-GUEST-OS-2.1_201011-01;Windows Azure Guest OS 2.1 (Release 201011-01) 
WA-GUEST-OS-2.2_201101-01;Windows Azure Guest OS 2.2 (Release 201101-01) 
WA-GUEST-OS-2.3_201102-01;Windows Azure Guest OS 2.3 (Release 201102-01) 

*.txt 
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Windows Azure の運用関連機能 

－4. ホスト OS のアップグレードの仕組み 

 Windows Azure コンピュートサービスのパッチ適用には、ホ
スト OS に対するものもある 

 ここまで解説してきたパッチ適用の話は、ゲスト OS に対するもの 

 しかし、ホスト OS に対するパッチや機能追加も当然存在する 

 ホスト OS に対するパッチ適用や機能追加は、ファブリックコ
ントローラが自動的に制御を行っている 

 1 か月～数か月に 1 度程度のペースで、パッチ適用が行われている 

ファブリック 

コントローラ 

Windows Azure の 

インフラを監視・管理 

している基盤サービス ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ B の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ C の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ D の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ E の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

Windows Azure コンピュートサービス ゲスト OS 

ホスト OS 
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Windows Azure の運用関連機能 

－4. ホスト OS のアップグレードの仕組み 

 ホスト OS に対するパッチ適用も、基本的には OS イメージ
再適用によって行われている 

 すなわち、OS イメージの差し替えによって行われている 

 この際、物理マシン上に載っているゲストの仮想マシンについては、
作り直さざるを得ない 

 このため、ホスト OS に対してパッチ適用が行われると、ゲス
ト OS に関してはイメージ再作成となる 

 すなわち、サーバマシン内のローカルログなどはすべて消失する（→ 

WAD などを使って、必ずログは転送しておく必要がある） 

 手動アップグレードに設定している場合には、同一のバージョンの 

Guest OS でイメージが再作成される形になる 

 内部動作については以下の資料を参照のこと 

 “Overview of Windows Azure Host OS Updates” 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh543978.aspx 

（参考） このイメージ再作成は、全テナントに対して横断
的に行われるため、各アプリケーションの Upgrade 

Domain を意識しない形で行われる。しかし、各ユーザ
のインスタンスが同時に全面ダウンすると SLA を満た
せなくなるため、Fault Domain 単位に作業を行い、段
階的にイメージ再作成が行われるようになっている。 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－226 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.451 

その他の Tips & Tricks 

 サービスを運用していて解決できない問題にあたった場合に
は、サポートに問い合わせる 

 http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/support/ 

 「ライブサイトに関する問題の報 

告」などから報告する 

 Windows Azure そのものに関 

連する問題に関しては無償サポ 

ートとなるが、開発方法などに 

関するサポートについては有償 

扱いとなる 

 ※ 2011/04/05 時点では暫定的 

に開発方法などのサポートも無 

償扱いになっている 

p.452 

その他の Tips & Tricks 

 （参考） Azure で主に利用可能なサポートについて 

分類 サポートサービス 窓口 形態 有償／無償 

製品（サブスクリ
プション）に関す
るサポート 

MOCP カスタマー
ポータル 

https://mocp.microsoftonline.com
/Site/Support.aspx 

電話または Web 
での問い合わせ 

無償 

開発（設計・実
装）に関するサ
ポート 

コンサルティング
サービス （MCS） 

http://www.microsoft.com/japan/s
ervices/consulting/default.mspx 

期間契約 有償（個別見積
もり） 

プロフェッショナル
サポート 

http://www.microsoft.com/window
sazure/support/ 

電話または Web 
での問い合わせ 

有償（※ 現在は
暫定的に無償） 

プレミアサポート https://premier.microsoft.com/ 期間契約 有償（個別見積
もり） 

MSDN フォーラム http://social.msdn.microsoft.com/
Forums/ja-
JP/windowsazureja/threads 

ベストエフォート 無償 

運用サイトに関
するサポート 

プレミアサポート https://premier.microsoft.com/ 期間契約 有償（個別見積
もり） 

Azure サービスデ
スク 

http://www.microsoft.com/window
sazure/support/ 

電話または Web 
での問い合わせ 

サービス停止や 
Dr. Watson ID エ
ラーに限り無償 
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その他の Tips & Tricks 

 （参考） Windows Azure 上のシステムに対する負荷テスト
やペネトレーションテスト（侵入テスト）について 

 ユーザ企業側のセキュリティポリシー上、Windows Azure 上のシス
テムに対してペネトレーションテストを行いたい場合などがある 

 この場合には、以下の点に注意して実施すること 

 ① マイクロソフトが管理する部分に対するテストは禁止されている 

 ポータルサイトや Service Management API などに対する負荷テストや侵
入テストは禁止されている 

 これらは IDS/IPS を備えており、検知時はペナルティが課される場合もある
ため、実施しないようにすること 

 ② ユーザテナントに対するテストに関しては関知していない 

 コンピュートサービスのユーザテナントに関しては、現在のところは特に禁止
していない（2011/04/08 現在） 

 なお、コンピュートサービスの仮想マシンは、IDS/IPS やアンチウィル
スソフトがインストールされていない 

 どうしても必要であれば、VM Role を使う （→ Module 8） 

p.454 

Windows Azure へのアプリケーション配置と運用管
理 まとめ 

 Windows Azure 環境を正しく利用するためには、アカウント
オーナーとサービス管理者の関係を理解する必要がある 

 アカウントオーナーがサブスクリプションを購入し、サービス管理者を
割り当てる 

 適宜、Service Management API やリモートデスクトップな
どを活用するとよい 

 証明書をポータルサイトから登録して、各種ツールを活用する 

 リモートデスクトップを使ってデバッグなど行うと便利 

 Azure のアプリケーション運用の仕組みを正しく理解しておく 

 アプリケーションの配置には、① VIP Swap, ② In-Place Upgrade, 

③ Redeploy の 3 通りがあり、適切な使い分けが必要 

 月次でリリースされる Azure Guest OS については、極力早めに最
新版に更新するようにする 
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Module 6 

Windows Azure Diagnostics 

Windows Azure Diagnostics 

p.456 

Windows Azure Diagnostics Agenda 

 Windows Azure のログ転送システムについて理解する 

 Windows Azure Diagnostics （WAD）とは何か 

 内部動作アーキテクチャ 

 転送可能なログの種類 

 基本的な利用方法 

 2 つの構成設定方法 

 利用上の注意点 

 出力ログの解析ツール 

 その他の Tips & Tricks 
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Windows Azure Diagnostics （WAD）とは何か 

 Windows Azure Diagnostics （WAD） を使うと、コンピュート
サービスの各インスタンスからログを収集することができる 

 Windows Azure コンピュートサービスの各サーバインスタンスのロ
グデータは、様々な理由により消失することがある 

 物理マシン障害、Host OS アップグレード、イメージ再作成、インスタン
ス数削減など 

 このため、WAD を使って Windows Azure ストレージにログデータを
適宜転送しておくことが望ましい 

 これにより集約的なログ参照、永続的なログ保存が可能になる 

インターネット 

HTTP / HTTPS 
Web Role Worker Role 

Queue 

BLOB 
Table 

HTTP, TCP 

ログデータなどの 

転送・記録 

・ 永続ストレージであるため 

 Web, Worker ロールの 

 インスタンス数が減少しても 

 きちんとデータが残る 
管理者が参照 

ログデータなどの 

転送・記録 

p.458 

内部動作アーキテクチャ 

 WAD は、以下の方式でログを収集する 

 ① 各サーバ内で各種のログをローカルストレージに収集する 

 ② 一定時間間隔またはオンデマンドでストレージへログを転送する 
WebRole1.0 

System.Diagnostics.Trace 

AzureDiagnostics 

イベント 

ログ 

パフォーマ 

ンスログ 

フラットログ 

ファイル 

IIS ログ 

① データ収集 

ローカルストレージ（データバッファ） 

② データ転送（一定時間間隔 or オンデマンド） 

Windows Azure Storage サービス 

Azure Table Azure Blob 

（主に追記型の 

データを記録） 

（主にファイル型の 

データを記録） 

いったんローカルストレー
ジ内にデータを蓄積する
（転送しやすい形に成形す
るといった作業も行う） 

アプリケーションからは
通常通りにログを出力
しておく 

WAD ランタイム 

（Windows Azure 

Diagnostics） 
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転送可能なログの種類 

 WAD を利用すると、比較的簡単な設定で、以下のようなロ
グファイルを転送させることができる 

 Windows イベントログ、IIS ログなど代表的なログはすべて転送可能 

 さらに、ユーザが独自に出力しているアプリケーションログファイル（例外
ログファイルなど）も転送させることが可能 

 転送先が Table ストレージになるものと、Blob ストレージになるもの
がある 

収集可能なデータの種類 データ転送先 テーブル名・Blob 名 

トレースログ（System.Diagostics.Trace ログ） Table ストレージ WADLogsTable 

パフォーマンスカウンタ Table ストレージ WADPerformanceCountersTable 

Windows イベントログ Table ストレージ WADWindowsEventLogsTable 

WAD ログ（WAD ランタイムのログ） Table ストレージ WADDiagnosticInfrastructureLogsTable 

アプリケーションクラッシュダンプ Blob ストレージ wad-crash-dumps 

IIS ログ Blob ストレージ wad-iis-logfiles 

Failed Request Trace ログ （FREB） Blob ストレージ wad-iis-failedreqlogfiles 

任意のフラットログファイル Blob ストレージ （任意のコンテナ名） 

p.460 

基本的な利用方法 

 WAD の基本的な利用方法は以下の通りである 

 1. Windows Azure ストレージの準備 

 転送先となる Blob ストレージ、Table ストレージなどに、それぞれコンテ
ナやテーブルなどを作成しておく 

 2. アプリケーションへの WAD の組み込み 

 アプリケーションに、WAD 構成設定ファイルを追加する 

 さらに、転送先となるストレージの接続文字列を正しく設定する 

 3. 実際に転送されたデータの確認 

 アプリケーションからストレージに転送されたデータを確認する 
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基本的な利用方法 

－1. Windows Azure ストレージの準備 

 Windows Azure ストレージに、転送先 

となるコンテナやテーブルを作成する 

 以下のようなテーブルやコンテナを作成 

 名称固定のものと可変のものがあるため 

注意して作成する（大文字・小文字も注意） 

種類 名称 名称設定 用途 

Blob wad-iis-failedreqlogfiles 固定 IIS の FREB ログの転送先フォルダ 

wad-iis-logfiles 固定 IIS のログファイルの転送先フォルダ 

wad-crash-dumps 固定 クラッシュダンプファイルの転送先フォルダ 

wad-directories-exceptionlog 自由 ファイルログの転送先フォルダ（複数個作成可） 

Table WADLogsTable 固定 トレースログの転送先テーブル 

WADDiagnosticInfrastructureLogsTable 固定 Diagnostic Monitor ランタイムのログの転送先テーブル 

WADPerformanceCountersTable 固定 パフォーマンスカウンタログの転送先テーブル 

WADWindowsEventLogsTable 固定 イベントログの転送先テーブル 

WADDirectoriesTable 固定 ファイル転送ログの記録先テーブル 

Queue wad-transfer-completed-notification 自由 転送完了を通知するメッセージキュー 

p.462 

// 開発環境の場合（運用環境の場合には適宜コードを修正） 
CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.DevelopmentStorageAccount; 
 
// 作成するコンテナ、テーブル、キューの名称一覧 
string[] containerNamesToCreate = new string[] { 
    "wad-iis-failedreqlogfiles", "wad-iis-logfiles", "wad-crash-dumps", "wad-directories-exceptionlog" }; 
string[] tableNamesToCreate = new string[] { 
    "WADLogsTable", "WADDiagnosticInfrastructureLogsTable", 
    "WADPerformanceCountersTable", "WADWindowsEventLogsTable", "WADDirectoriesTable" }; 
string[] queueNamesToCreate = new string[] { "wad-transfer-completed-notification" }; 
 
// コンテナ、テーブル、キューを作成 
CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient(); 
foreach (string containerName in containerNamesToCreate) 
{ 
    CloudBlobContainer blobContainer = blobClient.GetContainerReference(containerName); 
    bool created = blobContainer.CreateIfNotExist(); 
    if (created) Console.WriteLine("{0} : コンテナを作成しました。", containerName); 
} 
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient(); 
foreach (string tableName in tableNamesToCreate) 
{ 
    bool result = tableClient.CreateTableIfNotExist(tableName); 
    if (result) Console.WriteLine("{0} : テーブルを作成しました。", tableName); 
} 
CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient(); 
foreach (string queueName in queueNamesToCreate) 
{ 
    CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference(queueName); 
    bool result = queue.CreateIfNotExist(); 
    if (result) Console.WriteLine("{0} : キューを初期化しました。", queueName); 
} 

C# 
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基本的な利用方法 

－1. Windows Azure ストレージの準備 

 

// （参考）コンテナ、テーブル、キューを削除する場合 
CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient(); 
 
var containers = blobClient.ListContainers(); 
foreach (string containerName in containerNamesToCreate) 
{ 
    var container = containers.Where(c => c.Name == containerName).FirstOrDefault(); 
    if (container != null) container.Delete(); 
} 
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient(); 
foreach (string tableName in tableNamesToCreate) 
{ 
    tableClient.DeleteTableIfExist(tableName); 
} 
CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient(); 
foreach (string queueName in queueNamesToCreate) 
{ 
    CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference(queueName); 
    if (queue.Exists()) queue.Delete(); 
} 
 
// http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd179408.aspx 
// 注意：中に含まれているデータごと含めてコンテナ、テーブル、キューを削除する方法を取った場合、 
// 運用環境の場合には、上記のコードを実行したあと、削除完了までしばらく時間がかかることに注意。 
// （ガベージコレクタが遅延削除を行うため。） 
 
Console.WriteLine("コンテナ、テーブル、キューを削除しました。"); 
Console.WriteLine("運用環境では、実際に GC によりデータが削除されるまで 30秒～10分程度かかります。しばら
くお待ちください"); 

C# 

p.464 

基本的な利用方法 

－2. アプリケーションへの WAD の組み込み 

 アプリケーションのルートフォルダに、 diag 

nostics.wadcfg ファイルを配置する 

 ファイル名は固定（変更不可） 

 出力ディレクトリに常にコピーする指定を行う 

 中身として、次ページに示すような XML データ 

を記述する（詳細な記述方法は後述） 

 さらに、ロールのプロパティ画面から 

WAD が利用するストレージの接続 

文字列を設定する 
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基本的な利用方法 

－2. アプリケーションへの WAD の組み込み 

 diagnostics.wadcfg ファイルの記述例（既定値） 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<DiagnosticMonitorConfiguration xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2010/10/DiagnosticsConfiguration" 
configurationChangePollInterval="PT5M" overallQuotaInMB="1005"> 
 
  <PerformanceCounters scheduledTransferPeriod="PT5M"> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\Processor(_Total)\% Processor Time" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\Memory\Available Mbytes" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\TCPv4\Connections Established" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\ASP.NET Applications(__Total__)\Requests/Sec" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\Network Interface(*)\Bytes Received/sec" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\Network Interface(*)\Bytes Sent/sec" sampleRate="PT5M" /> 
  </PerformanceCounters> 
 
  <WindowsEventLog scheduledTransferPeriod="PT1M" scheduledTransferLogLevelFilter="Information"> 
    <DataSource name="System!*" /> 
    <DataSource name="Application!*" /> 
  </WindowsEventLog> 
 
  <Directories scheduledTransferPeriod="PT10M"> 
    <CrashDumps container="wad-crash-dumps" /> 
    <IISLogs container="wad-iis-logfiles" /> 
  </Directories> 
 
  <Logs scheduledTransferLogLevelFilter="Warning" scheduledTransferPeriod="PT1M" /> 
 
  <DiagnosticInfrastructureLogs scheduledTransferLogLevelFilter="Error" scheduledTransferPeriod="PT1M" /> 
   
</DiagnosticMonitorConfiguration> 
 

diagnostics.wadcfg 

各パフォーマンスカウ
ンタを 5 分間隔で転送 

アプリケーションとシス
テムのイベントログを 1 

分間隔で転送 

クラッシュダンプと IIS 

ログを 10 分間隔で転
送 

トレースログを 1 分間
隔で転送 

WAD のエラーログを 1 

分間隔で転送 

p.466 

基本的な利用方法 

－3. 実際に転送されたデータの確認 

 アプリケーションを実行し、実際にストレージに転送された
データを確認する 

 Visual Studio や Windows Azure MMC  

からデータを確認する 

 

 

※ 以下の点に注意する（詳細は後述） 

• データの転送には若干時間がかかるため注意する 

• 実際のシステムでは何らかのビュアーを使った方がよい 

• 開発環境では、イベントログの転送がうまく機能しない 

ことがある（運用環境では正しく転送される） 
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2 つの構成設定方法 

 Windows Azure Diagnostics を使う場合、ログの転送設定
方法には 2 つのやり方がある 

 ① 構成設定ファイルを使った設定方法（宣言的構成設定） 

 diagnostics.wadcfg ファイルを使って構成設定を行う方法 

 ② アプリケーションコードを使った設定方法（プログラム的構成設定） 

 RoleEntryPoint.OnStart() メソッド内で、アプリケーションコードを使って
構成設定を行う方法 

  ① 構成設定ファイル ② アプリケーションコード 

概要 diagnostics.wadcfg ファイルを使う方式 RoleEntryPoint.OnStart() を使う方式 

設定の簡単さ 簡単 比較的面倒 

メリット ・設定が簡単 
・ロールインスタンス開始前のログも取
得可能 

・動的な設定値を使うことが可能 
・スタートアップ処理で作成されたパ
フォーマンスカウンタなどを取得対象に
指定することが可能 

サポート SDK 1.3 からサポート SDK 1.0 からサポート 

p.468 

2 つの構成設定方法 

 いずれの方法を使う場合でも、指定する内容はほぼ同じ 

 A. データ収集に関する条件 

 データ収集する内容やフィルタリング条件、クォータサイズなどを指定 

※ 指定方法はデータソースごとに異なる 

 B. 自動データ転送に関する条件 

 Windows Azure ストレージサービスへ自動データ転送する場合に利用 

 無指定または 0 の場合には自動転送されない 

 転送時のフィルタリングレベルも指定できる 

 DiagnosticMonitorConfiguration dmc = DiagnosticMonitor.GetDefaultInitialConfiguration(); 
 
dmc.WindowsEventLog.BufferQuotaInMB = 0; // 最大容量指定なし 
dmc.WindowsEventLog.DataSources.Add("Application!*"); 
dmc.WindowsEventLog.DataSources.Add("System!*"); 
 
dmc.WindowsEventLog.ScheduledTransferLogLevelFilter = LogLevel.Verbose; 
dmc.WindowsEventLog.ScheduledTransferPeriod = TimeSpan.FromMinutes(1); 
 
DiagnosticMonitor.Start("DiagnosticsConnectionString", dmc); // 転送先を構成設定で指定 

C# 

データ収集に 

関する条件 

自動転送に
関する条件 

例） アプリケーションおよび
システムのイベントログすべ
てを 1 分間隔で自動転送す
る場合 
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2 つの構成設定方法 

 Diagnostic Monitor で設定できるログは以下の 5 種類 

 注意すべき点として、IIS ログ、FREB ログ、クラッシュダンプは、すべ
て同じ種別のデータ（フラットファイル）として扱われている 

 ログ種別によって、構成設定方法が少しずつ違うため、注意する 

ログ種別  プロパティ データ収集条件 データ転送条件 

クォータ 収集条件 自動転送間隔 フィルタリング転
送 

トレースログ 
 

Logs ○ 設定可能 （なし） ○ 設定可能 ○ 設定可能 

WAD ログ DiagnosticInfra
structureLogs 

○ 設定可能 （なし） ○ 設定可能 ○ 設定可能 

イベントログ 
 

WindowsEventL
og 

○ 設定可能 イベントソース ○ 設定可能 ○ 設定可能 

パフォーマンスカウ
ンタ 

PerformanceCo
unters 

○ 設定可能 対象カウンタ、収
集間隔 

○ 設定可能 × 設定不可 

フラットファイル
（ディレクトリ） 

Directories ○ 設定可能 対象ディレクトリ、
転送先コンテナ 

○ 設定可能 × 設定不可 

p.470 

2 つの構成設定方法 

－① 構成設定ファイルを使った設定方法 

 diagnostics.wadcfg ファイルに構 

成設定値を記述していく 

 以下の点に注意して設定を行う 

 IntelliSense を有効化するためには、スキーマファイルを Visual Studio 

の XML スキーマフォルダにコピーする（非常に便利！） 

 転送時間間隔を設定する場合には、以下のフォーマットで記述する 

 例） 5 分間隔 → "PT5M" （xs:duration の記述方法に従った記述） 

 参考） "PnYnMnDTnHnMnS" : "P" は一文字目として必須, "T" は年・月・日
と時・分・秒のセクションの区切りとして必要 

 VM Role （Module 8 にて解説）を使う場合には、 

このファイルを %ProgramFiles%\Windows Azu 

re Integration Components\v1.x\Diagnostics 

フォルダ下に配置してイメージを作成する 

 WAD のライブラリに対する参照設定を行う 

 Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics, Service 

Runtime, StorageClient の 3 つに対して参照設定 

%ProgramFiles%\Windows Azure SDK\v1.x\schemas\DiagnosticsConfig201010.xsd 

→ %ProgramFiles%\Microsoft Visual Studio 10.0\Xml\Schemas 

※ コピー後は Visual Studio を再起動すること 
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2 つの構成設定方法 

－① 構成設定ファイルを使った設定方法 

 diagnostics.wadcfg ファイルの記述例（再掲） 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<DiagnosticMonitorConfiguration xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2010/10/DiagnosticsConfiguration" 
configurationChangePollInterval="PT5M" overallQuotaInMB="1005"> 
 
  <PerformanceCounters scheduledTransferPeriod="PT5M"> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\Processor(_Total)\% Processor Time" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\Memory\Available Mbytes" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\TCPv4\Connections Established" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\ASP.NET Applications(__Total__)\Requests/Sec" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\Network Interface(*)\Bytes Received/sec" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\Network Interface(*)\Bytes Sent/sec" sampleRate="PT5M" /> 
  </PerformanceCounters> 
 
  <WindowsEventLog scheduledTransferPeriod="PT1M" scheduledTransferLogLevelFilter="Information"> 
    <DataSource name="System!*" /> 
    <DataSource name="Application!*" /> 
  </WindowsEventLog> 
 
  <Directories scheduledTransferPeriod="PT10M"> 
    <CrashDumps container="wad-crash-dumps" /> 
    <IISLogs container="wad-iis-logfiles" /> 
  </Directories> 
 
  <Logs scheduledTransferLogLevelFilter="Warning" scheduledTransferPeriod="PT1M" /> 
 
  <DiagnosticInfrastructureLogs scheduledTransferLogLevelFilter="Error" scheduledTransferPeriod="PT1M" /> 
   
</DiagnosticMonitorConfiguration> 
 

diagnostics.wadcfg 

各パフォーマンスカウ
ンタを 5 分間隔で転送 

アプリケーションとシス
テムのイベントログを 1 

分間隔で転送 

クラッシュダンプと IIS 

ログを 10 分間隔で転
送 

トレースログを 1 分間
隔で転送 

WAD のエラーログを 1 

分間隔で転送 

p.472 

2 つの構成設定方法 

－① 構成設定ファイルを使った設定方法 

 diagnostics.wadcfg ファイルの応用的な記述例 

■ イベントログの中から特定のデータだけを抽出したい場合 
 
  <WindowsEventLog scheduledTransferPeriod="PT1M" scheduledTransferLogLevelFilter="Information"> 
    <DataSource name="Application!*[System/Provider/@Name='ASP.NET 4.0.30319.0']" /> 
  </WindowsEventLog> 
 
※ （参考）イベントログをフィルタリングするための構文の書き方については以下を参照 

 http://blog.smarx.com/posts/capturing-filtered-windows-events-with-windows-azure-diagnostics 

 
■ ローカルストレージに出力されるファイルを転送させたい場合 
 
  <Directories scheduledTransferPeriod="PT10M"> 
    <DataSources> 
      <DirectoryConfiguration container="wad-directories-exceptionlog"> 
        <LocalResource name="ExceptionLogStore" relativePath="." /> 
      </DirectoryConfiguration> 
    </DataSources> 
  </Directories> 
 
 

diagnostics.wadcfg 
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2 つの構成設定方法 

－② アプリケーションコードを使った設定方法 

 プロジェクトに WebRole.cs ファイルを追加し、サーバ起動
処理の中に、モニタリングの構成設定コードを追加する 

 Worker Role サーバの場合には、WorkerRole.cs を利用する 

 OnStart() メソッド内に、WAD の構成設定コードを記述する 

 接続文字列はサービス構成設定ファイル 

に逃がすことを推奨 

Web Role サーバの起
動処理を記述するファ
イル 

public class WebRole : RoleEntryPoint 
{ 
    public override bool OnStart() 
    { 
        // データ収集に関する構成設定コードを記述 
        DiagnosticMonitorConfiguration dmc =  
 DiagnosticMonitor.GetDefaultInitialConfiguration(); 
        ... // (ここに記述) 
        // Diagnostic Monitor ランタイムを起動 
        DiagnosticMonitor.Start("DiagnosticsConnectionString", 
      dmc); 
        return base.OnStart(); 
    } 
} 

C# 

RoleEntryPoint クラスを継
承したクラスを作ると、スター
トアップ処理を記述できる 

Diagnostic Monitor の構成
設定を変更し、ランタイムを
起動する 

p.474 

 

public class WebRole : RoleEntryPoint 
{ 
    public override bool OnStart() 
    { 
        // 既定の設定を取得 
        DiagnosticMonitorConfiguration config = DiagnosticMonitor.GetDefaultInitialConfiguration(); 
 
        // トレースログ 
        config.Logs.ScheduledTransferPeriod = TimeSpan.FromMinutes(1); 
        config.Logs.ScheduledTransferLogLevelFilter = LogLevel.Warning; 
 
        // Windows イベントログ 
        config.WindowsEventLog.DataSources.Add("System!*"); 
        config.WindowsEventLog.DataSources.Add("Application!*"); 
        config.WindowsEventLog.ScheduledTransferPeriod = TimeSpan.FromMinutes(1); 
        config.WindowsEventLog.ScheduledTransferLogLevelFilter = LogLevel.Warning; 
 
        // Windows パフォーマンスカウンタ 
        List<string> counters = new List<string>(); 
        counters.Add(@"\Processor(_Total)\% Processor Time"); 
        counters.Add(@"\Memory\Available Mbytes"); 
        counters.Add(@"\TCPv4\Connections Established"); 
        counters.Add(@"\ASP.NET Applications(__Total__)\Requests/Sec"); 
        counters.Add(@"\Network Interface(*)\Bytes Received/sec"); 
        counters.Add(@"\Network Interface(*)\Bytes Sent/sec"); 
        foreach (string counter in counters) 
        { 
            PerformanceCounterConfiguration counterConfig = new PerformanceCounterConfiguration(); 
            counterConfig.CounterSpecifier = counter; 
            counterConfig.SampleRate = TimeSpan.FromMinutes(5); 
            config.PerformanceCounters.DataSources.Add(counterConfig); 
        } 
        config.PerformanceCounters.ScheduledTransferPeriod = TimeSpan.FromMinutes(5); 
 

C# 

取得したいパフォーマン
スカウンタを指定する
（主に見た方がよいカウ
ンタを列挙すると左のよ
うになる） 
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        // カスタムファイルログ 
        config.Directories.DataSources.Add(new DirectoryConfiguration() 
        { 
            Container = "wad-directories-exceptionlog", // ※ 名前は自由に決められる（すべて小文字指定） 
            DirectoryQuotaInMB =  
  RoleEnvironment.GetLocalResource("ExceptionLogStore").MaximumSizeInMegabytes, 
            Path = RoleEnvironment.GetLocalResource("ExceptionLogStore").RootPath 
        }); 
        config.Directories.ScheduledTransferPeriod = TimeSpan.FromMinutes(10); 
 
        // クラッシュダンプ取得の有効化 
        CrashDumps.EnableCollection(true); 
        // 転送の開始 
        DiagnosticMonitor.Start("DiagnosticsConnectionString", config); 
 
        return base.OnStart(); 
    } 
} 

C# 

すべてのログについて、
共通の転送時間間隔が
利用される 

IIS ログ、FREB ログ、ク
ラッシュダンプに関する
転送設定は済んでいる
ため、独自のファイルロ
グについてのみ追加で
設定する（後述） 

サービス構成設定ファイル内の
構成設定値のうち、この名称の
ものに含まれる文字列を接続文
字列として利用する 

接続文字列情報はサービス構成
設定ファイルに切り出しておく 

p.476 

利用上の注意点 

 WAD の利用に関しては、以下の点を注意するとよい 

 1. トレースログ取得のためのトレースリスナの登録 

 System.Diagnostics トレースをロギングするために、トレースリスナの登
録が必要になる 

 2. フラットファイルログの取り扱いについて 

 IIS ログ、FREB ログ、クラッシュダンプはすべてフラットファイルログとし
て取り扱われている 

 3. 開発環境と運用環境での名称の違い 

 開発環境と運用環境では配置 ID やインスタンス ID 名称の付与ルール
が異なるため、見かけのファイル名がかなり変わる 

 4. 制限アカウント動作による問題 

 WAD は制限アカウントで動作しているため、Security ログが読めない 

 5. WAD そのもののログファイル 

 Verbose 設定にはしないようにする 
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利用上の注意点 

－1. トレースログ取得のためのトレースリスナの登録 

 Diagnostic Monitor でトレースログを収集するためには、
web.config にてリスナの登録を行う必要がある 

 以下の設定を web.config に追加した上で、アプリケーションからト
レースログ（System.Diagnostics.Debug/Trace）を使う 

 内部アーキテクチャについては以下を参照 

 http://blogs.msdn.com/b/davidhardin/archive/2011/02/26/wad-is-

built-on-etw.aspx 

<configuration> 
  <system.diagnostics> 
    <trace> 
      <listeners> 
        <add type="Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.DiagnosticMonitorTraceListener, 
Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" 
            name="AzureDiagnostics" /> 
      </listeners> 
    </trace> 
  </system.diagnostics> 
</configuration> 
 
 

web.config 

p.478 

利用上の注意点 

－2. フラットファイルログの取り扱いについて 

 IIS ログ、FREB ログ、クラッシュダンプなどは、すべてフラッ
トファイルログとして Blob ストレージに転送される 

 内部的にはすべて同一の取り扱い（＝ファイル転送）になっている 

 転送が完了すると、WADDirectoriesTable に転送ログが記録される 

 

Web ロールサーバ 

（WaWebHost.exe） 

IIS ログ 

ディレクトリ 

FREB ログ 

ディレクトリ 

クラッシュ 

ダンプ 

ディレクトリ 

例外ログ 

ディレクトリ 

WADDirectoriesTable 

Blob ストレージ 

wad-iis-logfiles 

wad-iis-failed 

reqlogfiles 

wad-crash- 

dumps 

wad-directories 

-exceptionlog 
独自ログの 

転送を追加 

できる 
Table ストレージ 

WADによる 

データ転送 

上 3 つは既定で 

設定されている 

転送されると 

ログが記録 
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利用上の注意点 

－2. フラットファイルログの取り扱いについて 

 既定では、以下の 3 つについての転送設定がなされている 

 FREB ログファイル 

 IIS ログ 

 クラッシュダンプ 

 さらにアプリケーションから出力される独自のログファイルに
ついても、転送設定を追加することができる 

 具体例） アプリケーションの例外ログファイルなど 

 具体的な追加方法 → 次ページ参照 

転送対象ディレクトリ 転送先となる Blob コンテナ名 目的 

......\DiagnosticStore\FailedReqLogFiles wad-iis-failedreqlogfiles FREB ログ 

......\DiagnosticStore\LogFiles wad-iis-logfiles IIS ログ 

......\DiagnosticStore\CrashDumps wad-crash-dumps クラッシュダンプ 

※ （参考） ファイルの物理パスについて（例 : IIS ログファイルが一時格納される場所） ※ 必ずしもこのフォルダになるとは限らないが... 

 開発環境 → C:\Users\nakama\AppData\Local\dftmp\s0\deployment(84)\res\deployment(84).CloudService1.WebApplication1.0\directory\DiagnosticStore\LogFiles 

 運用環境 → C:\Resources\directory\6f4d99b8b339413ea3dac24ce71929af.WebApplication1.DiagnosticStore\LogFiles 

p.480 

利用上の注意点 

－2. フラットファイルログの取り扱いについて 

 具体例） 例外ログファイルの転送方法について 

 独自のログファイルを転送対象としたい場合には、独自ログファイル
の出力先を、ローカルストレージにする必要がある 

 このため、以下の作業を行う必要がある 

 i. ロール設定画面でローカルストレージを作成 

 ii. 例外ログファイルの出力先を変更する 

 iii. 当該ローカルストレージを転送対象にする 

i. ローカルストレー
ジを作成する 

ii. 例外ログの出力
先を変更する 

iii. ローカルスト
レージを転送対象
にする 
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protected void Application_Error(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Exception ex = Server.GetLastError(); 
    if (ex is HttpException && ((HttpException)ex).GetHttpCode() == 404) return; 
 
    string errorMessage = "未処理例外が発生しました。\n\n" + ex.ToString() + "\n\n"; 
 
    // イベントログへの記録 
    EventLog.WriteEntry("Application", errorMessage, EventLogEntryType.Error); 
 
    // ファイルへの書き込み 
    string localDirPath = RoleEnvironment.GetLocalResource("ExceptionLogStore").RootPath; 
    string filename = string.Format("{0}\\exceptionLog_{1:yyMMddHH}.txt", localDirPath, DateTime.UtcNow);  
    File.AppendAllText(filename, errorMessage, Encoding.Unicode); 
} 
 

C# 

ii. 例外ログの出力
先を変更する 

（global.asax） 

※ ファイルは日付単
位など小分けにして
おくとよい（後述） 

  <Directories scheduledTransferPeriod="PT10M"> 
    <DataSources> 
      <DirectoryConfiguration container="wad-directories-exceptionlog"> 
        <LocalResource name="ExceptionLogStore" relativePath="." /> 
      </DirectoryConfiguration> 
    </DataSources> 
  </Directories> 
 
 

diagnostics.wadcfg 

    // カスタムファイルログ (※ IIS ログ, FREB ログ, クラッシュダンプは設定済み) 
    dmc.Directories.DataSources.Add(new DirectoryConfiguration() { 
        Container = "wad-directories-exceptionlog", // ※ 名前は自由に決められる（すべて小文字指定） 
        DirectoryQuotaInMB = RoleEnvironment.GetLocalResource("ExceptionLogStore").MaximumSizeInMegabytes, 
        Path = RoleEnvironment.GetLocalResource("ExceptionLogStore").RootPath 
    }); 
    dmc.Directories.ScheduledTransferPeriod = TimeSpan.FromMinutes(10); 
 

C# 

iii. ローカルストレージを転
送対象にする 

（宣言的設定方法、プログ
ラミング的設定方法） 

転送先コンテナ名は自由に
決められるが、Blob コンテナ
の命名ルールを守る必要が
ある 

p.482 

利用上の注意点 

－2. フラットファイルログの取り扱いについて 

 転送後のフラットファイルログについて 

 "配置 ID / ロール名 / インスタンス ID / ファイル名" の形式で記録 

 例） 開発環境の場合 

deployment(82)/WebApplication1/Deployment(82).CloudService1.W

ebApplication1.0/W3SVC1/u_ex10011812.log 

 例） 運用環境の場合  

6f4d99b8b339413ea3dac24ce71929af/WebApplication1/WebApplic

ation1_IN_0/W3SVC1/u_ex10012911.log  

 これにより複数サーバのログが、ひとつの Blob コンテナに集約保持
される WebApplication1 

ロールのインスタ
ンス 0 のログ 
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利用上の注意点 

－2. フラットファイルログの取り扱いについて 

 具体的な出力例（開発環境の場合） 

どのサーバからも同一
の Blob コンテナにファ
イルがコピーされる 

Blob 名＝配置 ID + ロール名 + インスタンス ID + ファイル名 

p.484 

利用上の注意点 

－2. フラットファイルログの取り扱いについて 

 フラットファイルログの転送は、差分転送ではなく常に上書き
一括転送となる 

 例） IIS ログを 5 分間隔で転送している場合、追記された分を逐次転
送するのではなく、5 分間隔で、全体を上書き更新する 

 転送オーバヘッドを極力減らすため、独自のフラットファイル
ログを出力する場合は、なるべく小分けにしておくとよい 

 例） 1 時間単位で別ファイルに出力する（yyMMddHH.log など） 

 ※ Azure コンピュートサービス上の IIS ログは yyMMddHH 形式で 1 

時間単位に分割出力される（時刻は UTC） 
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利用上の注意点 

－2. フラットファイルログの取り扱いについて 

 転送ログについて 

 転送が終了すると転送ログが WADDirectoriesTable に記録される 

 転送元、転送先に関する情報がこのテーブルに一元的に記録される 

 このテーブルを見ることで、転送の成否が簡単に把握できる 

Parti
tion
Key 

RowKey 
Times
tamp 

Event
TickC
ount 

Deploy
mentId 

Role 
RoleInsta
nce 

RootDirectory AbsolutePath Container RelativePath 

0634
0036
2300
0000
000 

6f4d99b8b339413ea3d
ac24ce71929af___Web
Application1___WebAp
plication1_IN_0___0000
000001009254401 

2010-
01-29 
11:47:
02 

63400
36231
32000
000 

6f4d99b
8b3394
13ea3d
ac24ce
71929af 

WebA
pplicat
ion1 

WebAppli
cation1_I
N_0 

C:\Resources\directory\
6f4d99b8b339413ea3dac
24ce71929af.WebApplicat
ion1.DiagnosticStore\Log
Files 

C:\Resources\directory\6f4d9
9b8b339413ea3dac24ce71929
af.WebApplication1.Diagnostic
Store\LogFiles\W3SVC1\u_ex
10012911.log 

wad-iis-
logfiles 

6f4d99b8b339413ea3d
ac24ce71929af/WebA
pplication1/WebApplic
ation1_IN_0/W3SVC1\
u_ex10012911.log 

0634
0036
2300
0000
000 

6f4d99b8b339413ea3d
ac24ce71929af___Web
Application1___WebAp
plication1_IN_2___0000
000001009254401 

2010-
01-29 
11:47:
16 

63400
36231
35540
000 

6f4d99b
8b3394
13ea3d
ac24ce
71929af 

WebA
pplicat
ion1 

WebAppli
cation1_I
N_2 

C:\Resources\directory\
6f4d99b8b339413ea3dac
24ce71929af.WebApplicat
ion1.DiagnosticStore\Log
Files 

C:\Resources\directory\6f4d9
9b8b339413ea3dac24ce71929
af.WebApplication1.Diagnostic
Store\LogFiles\W3SVC1\u_ex
10012911.log 

wad-iis-
logfiles 

6f4d99b8b339413ea3d
ac24ce71929af/WebA
pplication1/WebApplic
ation1_IN_2/W3SVC1\
u_ex10012911.log 

0634
0036
2360
0000
000 

6f4d99b8b339413ea3d
ac24ce71929af___Web
Application1___WebAp
plication1_IN_1___0000
000001009254401 

2010-
01-29 
11:48:
09 

63400
36241
35840
000 

6f4d99b
8b3394
13ea3d
ac24ce
71929af 

WebA
pplicat
ion1 

WebAppli
cation1_I
N_1 

C:\Resources\directory\
6f4d99b8b339413ea3dac
24ce71929af.WebApplicat
ion1.ExceptionLogStore 

C:\Resources\directory\6f4d9
9b8b339413ea3dac24ce71929
af.WebApplication1.ExceptionL
ogStore\exceptionLog_100129
11.txt 

wad-
directories
-
exceptionl
og 

6f4d99b8b339413ea3d
ac24ce71929af/WebA
pplication1/WebApplic
ation1_IN_1/exception
Log_10012911.txt 

転送元のマシン 転送元のフォルダとファイル名 転送先の Blob 
WADDirectoriesTable 

※ この例は運用サーバの場合のもの 

p.486 

利用上の注意点 

－2. フラットファイルログの取り扱いについて 

 （参考＆注意） フラットファイルログのロック問題について 

 WAD は、フラットファイルログを転送する際に対象ファイルを排他
ロックする 

 データ転送中に対象ファイルを書き換えられないようにするため 

 この挙動により、ログがうまく転送できないことがある 

 例） Tomcat のログファイルは、サーバがずっと共有アクセスモードで
ファイルが開きっぱなしになってしまう 

 このようなログファイルは、WAD ではうまく転送できない 

 このような場合には、WAD に頼らず自力でログファイルを転送する
とよい 

 具体的な実装例 → "Windows Azure Diagnostics and log files that 

are kept open, such as Tomcat logs" 

 http://archive.msdn.microsoft.com/azurediag 

 J2EE サーバなどをホストする場合に出やすい問題であるため、注意す
るとよい 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－244 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.487 

利用上の注意点 

－3. 開発環境と運用環境での名称の違い 

 開発環境と運用環境では、各種のログファイルに対して付与
されるフォルダ名称が変わってくるため、注意する 

 配置 ID とインスタンス ID の付与ルールが、開発環境と運用環境と
で異なるため 

  開発環境 運用環境 

配置ID deployment(82) 
（アプリケーションの配置に対して一意の連
番が付与される） 

6f4d99b8b339413ea3dac24ce71929af 
（ランダムな GUID 値が付与される） 

サーバロール名 WebRole1 WebRole1 

インスタンスID Deployment(82).WindowsAzureProject1.We
bRole1.0 
（配置ID.ソリューション名.サーバロール名.
インスタンス番号） 

WebRole1_IN_0 
（サーバロール名_IN_インスタンス番号） 

Blob ファイル名の例 deployment(82)/WebRole1/Deployment(82
).WindowsAzureProject1.WebRole1.0/W3S
VC1/u_ex10011812.log 

6f4d99b8b339413ea3dac24ce71929af/Web
Role1/WebRole1_IN_0/W3SVC1/u_ex10012
911.log 

p.488 

利用上の注意点 

－4. 制限アカウント動作による問題 

 WAD は制限アカウントで動作しているため、ログデータ読み
取りに関して制限が生じることがある 

 特に問題になりやすいのは、セキュリティログを読み取れないこと 

 各サーバのセキュリティイベントログを転送するために、"Security!*" を
指定しても、そもそもイベントログを読み取れないため、転送に失敗する 

 （参考） セキュリティログの読み取り問題を回避する方法としては、以
下の 2 つがある 

 A. セキュリティログを読み取るプログラムを書き、昇格特権で動作させる 

 セキュリティログを読み出してフラットファイルに書き出すアプリケーションを
作成し、これを昇格特権で動作させる 

 B. WAD を特権アカウントで動作させる（非推奨・非サポート） 

 プログラミングによる WAD の構成設定を行い、OnStart() メソッドを昇格特
権で動作させる 

 ※ 昇格特権の詳細については、Module 8 を参照のこと 
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利用上の注意点 

－5. WAD そのもののログファイル 

 （注意） WAD ランタイムのログについては、収集条件を絶対
に Verbose にしないこと 

 WAD ランタイムからは大量のデバッグログが出力されているため、
これらを収集するととてつもないデータ量になる 

 毎秒 10 個程度のエントリが出力されていくこともざらにある 

 Warning, Error, Critical などをフィルタリング条件として設定すること
を推奨 

DiagnosticMonitorConfiguration dmc = DiagnosticMonitor.GetDefaultInitialConfiguration(); 
 
// Diagnostic Monitor ログ 
dmc.DiagnosticInfrastructureLogs.ScheduledTransferPeriod = TimeSpan.FromMinutes(1); 
dmc.DiagnosticInfrastructureLogs.ScheduledTransferLogLevelFilter = LogLevel.Critical; 
 
DiagnosticMonitor.Start("DiagnosticsConnectionString", dmc); 

C# 

p.490 

出力ログの解析ツール 

 ストレージサービスに転送されたログファイルについては、以
下のようなツールを使って表示したり解析したりするとよい 

 現状では、どのツールにも一長一短 

 運用管理系のツールは今後増えてくると思われるが、現時点では製品
がまだまだ少ない 

 このため、システムに応じてこれらのツールを使い分けるとよい 

 

 

 
分類 ツール名 URL 備考 

マイクロソフト System Center Operations 
Manager 

http://www.microsoft.com/japan
/systemcenter/opsmgr/ 

大規模な管理には適している
が、導入が比較的大変 

Cerebrata Azure Diagnostics Manager http://www.cerebrata.com/produ
cts/AzureDiagnosticsManager 

手軽に導入可能だが、表示
機能にとどまる 

オープンソース Windows Azure Diagnostics 
Monitor  

http://code.msdn.microsoft.com/
wazdmon 

オープンソースのために取り
扱いに注意が必要 

オープンソース HedgehogDev Azure Cloud 
Application Monitor  

http://hhogdevcam.codeplex.com
/ 

オープンソースのために取り
扱いに注意が必要 
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出力ログの解析ツール 

－System Center Operations Manager の場合 

 

パフォーマンスカウンタの確認 

p.492 

出力ログの解析ツール 

－System Center Operations Manager の場合 

 

サーバの状態確認 

インスタンス数の増減 
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出力ログの解析ツール 

－とりあえず確認したい場合は... 

 とりあえず確認したい場合は、各種のツールからストレージ
を開いて確認するとよい 

 頻繁に確認したい場合には、ダウンロードツールを作っておくと便利 

 以下に簡単なサンプルを示す 

・Windows Azure MMC や myazurestorage.com にて
データを参照したりダウンロードしたりすることができる 

p.494 

出力ログの解析ツール 

－とりあえず確認したい場合は... 

 
// 開発環境の場合（運用環境の場合には適宜コードを修正） 
//CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.DevelopmentStorageAccount; 
 
// 転送先となるローカルパス 
string localRootPath = @"C:\temp\" + DateTime.UtcNow.ToString("yyyyMMdd_HHmmss"); 
bool willFileDelete = true; // 転送したファイルを消すか否か 
 
// ① Blob データのダウンロード 
CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient(); 
foreach (string containerName in new string[] { 
    "wad-control-container", "wad-iis-failedreqlogfiles", "wad-iis-logfiles",  
    "wad-crash-dumps", "wad-directories-exceptionlog" }) 
{ 
    CloudBlobContainer blobContainer = blobClient.GetContainerReference(containerName); 
    var blobs = blobContainer.ListBlobs(new BlobRequestOptions() { UseFlatBlobListing = true }); 
 
    foreach (var blob in blobs) 
    { 
        CloudBlob cb = blobContainer.GetBlobReference(blob.Uri.AbsoluteUri); 
        string localFilePath = localRootPath + @"\Blob" + blob.Uri.PathAndQuery.Replace('/', '\\'); 
        Console.WriteLine(blob.Uri.AbsoluteUri + " → " + localFilePath); 
        Directory.CreateDirectory(localFilePath.Substring(0, localFilePath.LastIndexOf('\\'))); 
        cb.DownloadToFile(localFilePath); 
        if (willFileDelete) cb.Delete(); 
    } 
} 

C# 

BLOB 形式で保存されたロ
グファイルの転送（IIS ログ、
クラッシュダンプなど） 
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出力ログの解析ツール 

－とりあえず確認したい場合は... 

 
// ② テープルデータのダウンロード 
CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient(); 
TableServiceContext ctx = tableClient.GetDataServiceContext(); 
 
var data1 = ctx.CreateQuery<WADDiagnosticInfrastructureLogsTable>("WADDiagnosticInfrastructureLogsTable"); 
WriteToCsvFiles(localRootPath, data1); 
 
// ※ Table データについては、事前にデータ構造に合わせたエンティティを作成しておき、 
//    ここにデータをロードしたあとで CSV ファイルなどに保存する 
// ※ データ構造については、myAzureStorage ツールや、Diagnostic Monitor の出力スキーマ 
//    情報から調べることができる 
public class WADDiagnosticInfrastructureLogsTable : TableServiceEntity 
{ 
    public long EventTickCount { get; set; } 
    public string DeploymentId { get; set; } 
    public string Role { get; set; } 
    public string RoleInstance { get; set; } 
    public int Level { get; set; } 
    public int Pid { get; set; } 
    public int Tid { get; set; } 
    public string Function { get; set; } 
    public int Line { get; set; } 
    public int MDRESULT { get; set; } 
    public int ErrorCode { get; set; } 
    public string ErrorCodeMsg { get; set; } 
    public string Message { get; set; } 
} 
 

C# 

Table に保存されたログファ

イルの転送（パフォーマンス
ログ、イベントログなど） 

p.496 

その他の Tips & Tricks 

 （参考） 運用中に WAD の出力設定を変更したい場合 

 実際にはほとんど行うことはないと思われるが、運用中に構成設定
を変更したい場合は、wad-control-container のファイルを変更する 

 指定したデータ収集設定については、Windows Azure ストレージサービ
スの wad-control-container に自動保存される 

 このファイルは適宜 WAD ランタ 

イムからモニタリングされており、 

このファイルを書き換えると WAD 

の動作を変えることができる  

 イレギュラー運用になるため、基本 

的には使わないようにすべき 
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その他の Tips & Tricks 

 （参考） Quota 設定について 

 WAD では、以下の 3 つのクォータ設定値を持っている 

 ① DiagnosticStore ローカルストレージ（4,096 MB） 

 いったんローカルマシン内でログファイルを溜め込むための領域 

 このストレージのクォータ（4GB）は固定、かつ厳密に守られる 

 ② 各転送ログごとのクォータ 

 転送ログごとにクォータを設定することができる（bufferQuotaInMB） 

 この設定値を超えてログファイルが貯まり出すと、過去のログファイルを削
除するようになる（＝あるタイミングではこのクォータを超えることがある） 

 この設定値の合計が 750MB 以内に収まっていないとエラーになる 

 ③ 全体としてのクォータ 

 （個々の転送ログごとのクォータとは別に）全体としてのクォータを設定する
ことができる（overallQuotaInMB） 

 ①に対して、②や③が余裕を持つように設定しなければならないため、
クォータを設定する場合には注意して行うこと 

（参考） http://blogs.msdn.com/b/davidhardin/archive/2011/03/29/ 

configuring-wad-via-the-diagnostics-wadcfg-config-file.aspx 

p.498 

Windows Azure Diagnostics まとめ 

 Windows Azure Diagnostics （WAD）を利用すると、各種の
ログファイルをストレージサービスに転送することができる 

 イベントログ 

 パフォーマンスログ 

 トレースログ 

 WAD ランタイムログ 

 IIS ログ、FREB ログ、クラッシュダンプ、フラットファイルログ 

 

 2 つの構成設定方法がある 

 diagnostics.wadcfg ファイルを使う方法 

 OnStart() メソッドを使う方法 
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Module 7 

Windows Azure ネットワーク仮想化技術 

Windows Azure Virtual Networking Technologies 

p.500 

Windows Azure ネットワーク仮想化技術 Agenda 

 Windows Azure Virtual Network の概要とその基本的な使
い方について理解する 

 Windows Azure Virtual Network とは何か 

 Windows Azure Connect の内部動作アーキテクチャ 

 主な利用上の制限事項 

 具体的な利用手順 

 サーバの呼び出し方法 

 Windows Azure Traffic Manager の概要とその基本的な使
い方について理解する 

 Windows Azure Traffic Manager とは何か 

 Windows Azure Traffic Manager の内部動作 

 基本的な使い方 

 動作確認方法 
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 クラウド環境とオンプレミス環境との間で、ネットワーク接続
をしたい場合には、Windows Azure Virtual Network を使う 

 以下の 2 つの機能が提供される予定 

 A. Windows Azure Connect 

 マシン単位の接続 

 B. Windows Azure Gateway 

 ネットワーク間の VPN 接続 

 Azure 環境と接続を行いたいマシンに 

Windows Azure Connect エージェント 

をインストールすると、当該マシン 

間で IPv6 仮想ネットワークを構成 

することができる 

 これにより、Azure 環境からオンプ 

レミス環境のサーバを呼び出すこと 

が可能 

Windows Azure Virtual Network とは何か 

オンプレミス 

データベース 

開発マシン 

Relay 

Role B Role A 

Role C 
(multiple VM’s) 

2011/04 時点で CTP 

リリース時期未定 

p.502 

WebRole1 

Windows Azure Connect の内部動作アーキテクチャ 

 Windows Azure Connect を利用すると、HTTPS でトンネリ
ングされた IPv6 ネットワークを構成することができる 

 証明書を使った IPv6 ベースの IPSec VPN を構成する 

 さらに NAT/FW をトンネリングさせるために HTTPS を併用している 

 これにより、オンプレミス環境からの接続性を確保している 

DbGroup1 
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Windows Azure オンプレミス 
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Windows Azure Connect の主な利用上の制限事項 

 現在の Windows Azure Connect には以下のような制限事
項がある 

 通信速度が必ずしも速いとは言えない 

 Azure - オンプレ間での通信となるため、非常に重たい 

 利用する際は、キャッシュなどをうまく併用した設計にすることが望ましい 

 実際のスループットは環境によって変わるため、必ず性能検証を行う 

 各マシンにエージェントソフトをインストールする必要がある 

 標準の VPN 接続ではないため、エージェントのインストールが必要 

 このため、企業内で多数のマシンに展開するのには不向き 

 エージェントソフトをインストールできる OS が限定されている 

 Windows Vista, Windows 7, Windows 2008, Windows 2008 R2 のみ 

 古い OS にはインストールできないことに注意が必要 

 （参考） 32 ビット環境や、日本語版 OS にもインストール可能 

p.504 

Windows Azure Connect の主な利用上の制限事項 

 オンプレミス環境で認証つきプロキシを使っていると利用できない 

 エージェントソフトは、通常のプロキシには対応しているが、認証つきプロ
キシには対応していない 

 マシン間の通信は、IPv6 での 1:1 通信になる 

 このため、IPv6 を利用できないアプリケーションはマシン間通信に利用
できない（※ 一部の古いアプリケーションで問題になることがある） 

 また、マシン間の通信は 1:1 になるため、負荷分散やフェイルオーバが
できないという問題がある 
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仮想 IP に 

接続することは 

できない！ 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－253 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.505 

Windows Azure Connect の具体的な利用手順 

 実際に利用する場合には、以下の作業を行う 

 1. アクティベーショントークンとエージェントの入手 

 2. アプリケーションプログラムの開発 

 3. ポータルサイトからの接続ポリシー設定 

 （注意） 事前にポータルサイトから、Windows Azure Virtual 

Network の CTP プログラムの申し込みを行っておくこと 

 申込みが承認されると、Status が Active になり、Windows Azure 

Connect が利用できるようになる 

 承認までしばらく時間がかかるため、早めに申請しておくこと 

p.506 

Windows Azure Connect の具体的な利用手順 

 ここでは、下図のような仮想ネットワークを構成してみる 

 Windows Azure - オンプレミス環境間で仮想ネットワークを構成 

 以下の 2 つのパターンを取り扱う 

 Azure 環境からオンプレミスの SQL Server を呼び出す 

 オンプレミス環境から Azure 環境のマシンに接続する 
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Windows Azure Connect の具体的な利用手順 

－1. アクティベーショントークンとエージェントの入手 

 ポータルサイトの "Connect" の項目から、以下の 2 つを入
手する 

 ① アクティベーショントークン 

 Windows Azure Connect を有効化するための GUID 値 

 Visual Studio の各ロールのプロパティ画面にて設定する 

 ② ローカルエンドポイントソフト（エージェント） 

 オンプレミス側のマシンにインストールする 

エージェントソフトを入手する 

 特定の URL から、設定値が組み込まれた 

エージェントソフトをダウンロードできるよう 

になる 

 

p.508 

Windows Azure Connect の具体的な利用手順 

－1. アクティベーショントークンとエージェントの入手 

 エージェントをインストールすると、タスクトレイにエージェント
が常駐するようになる 

 この状態ではまだ通信許可 

を与えていないため、警告 

メッセージが表示される 

 ポータルサイト側では、エー 

ジェントの接続が認識され、 

エンドポイント一覧に現れる 
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Windows Azure Connect の具体的な利用手順 

－2. アプリケーションプログラムの開発 

 Web アプリケーションを開発し、Azure 

Connect を有効化する 

 ポータルサイトから入手したアクティベーショ 

ントークンを設定した上で配置を行う 

 Azure からオンプレミスのサーバを呼び出す 

場合には、オンプレミスのサーバ名を記述 

接続文字列の設定例（サーバ名をそのまま指定すればよい） 

"Server=tcp:OnPreDbServer,1433;Database=pubs;user 

id=sa;password=p&ssw0rd"; 

p.510 

Windows Azure Connect の具体的な利用手順 

－2. アプリケーションプログラムの開発 

 アプリケーションを Azure のステージング環境環境に配置す
ると、ポータルサイト側に仮想マシンが表示されるようになる 

 仮想マシンが起動すると、各仮想マシン内のエージェントが Azure 

Connect に接続してくるようになる 

 この状態ではまだ通信ポリシーが設定されておらず、これらの 6 台
のマシンは相互通信できない 
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Windows Azure Connect の具体的な利用手順 

－3. ポータルサイトからの接続ポリシー設定 

 ポータルサイトから接続ポリシーを設定し、各マシン間の通
信を許可する 

 考え方 ： オンプレミス側のマシンも Azure 側と同じようにグループ
（ロール）に束ね、グループ間での通信を許可するように設定する 

 下図の例の場合には、赤い線のように通信許可を与えることになる 
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p.512 

Windows Azure Connect の具体的な利用手順 

－3. ポータルサイトからの接続ポリシー設定 

 まず Endpoint Group を作成し、オンプレミス側のマシンを
グループに束ねる 

 グループに束ねたら、Group/Role 間の接続ポリシーを設定する 

 正しく設定ができていれば、各マシンのタスクトレイのアイコンが変化 

オンプレミス側のマシンのグルー
プ名を指定 

当該グループに含めるオンプレミ
ス側のマシンを指定する 

どの Azure ロールとの通信を認
めるかを設定する 

当該グループ内のマシン同士で
の通信を認める場合はチェック 
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どちら側から設定しても結果は同
じになる（片方を指定すれば、双
方向通信が可能になる） 

p.514 

Windows Azure Connect の具体的な利用手順 

－3. ポータルサイトからの接続ポリシー設定 

 以上により Azure - オンプレミス間の相互接続が可能になる 

 （VIP スワップを行っても、設定は Production に引き継がれる） 

（注意） ポータルサイトからポリシー

を修正した後、各マシンに反映され
るまで若干時間がかかる 
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Windows Azure Connect のサーバの呼び出し方法 

 サーバを呼び出す場合には、以下のマシン名を指定する 

 ① Azure → オンプレミス 

 サーバ名単体、FQDN （Fully Qualified Domain Name）どちらでも可 

 例） OnPreDbServer、OnPreDbServer.fareast.corp.microsoft.com 

 ② オンプレミス → Azure 

 物理サーバ名でのみ呼び出しが可 

 例） RD00155D3242F8 など 

 物理サーバ名は、ポータルサイトから確認する必要がある 

p.516 

Windows Azure Connect Tips & Tricks 

－オンプレミス側のサーバの設定について 

 Azure からオンプレミスのサーバ を呼び出す場合には、そも
そもリモートから正しく呼び出せるように構成する必要がある 

 Azure Connect のエージェントが正しく動作していても、サーバがリ
モート通信を受信できるようになっていなければ、通信はできない 

 例えばオンプレミス側の SQL Server を呼び出したい場合には、
SQL Server に対して、以下の 2 つの作業を行う必要がある 

 ① SQL Server 構成マネージャで TCP/IP を有効化 

 ② Windows ファイアウォールにて TCP 1433 ポートを解放 

 
TCP 1433 を解放す
るルールを作成 

TCP/IP 通信を有効
化（既定は無効） 
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Windows Azure Connect Tips & Tricks 

－アプリケーションの再配置について 

 アプリケーションを配置し直した場合には、再度、接続ポリ
シーの設定が必要 

 以前の配置の設定内容が自動的に引き継がれるわけではない 

 このため、改めてポリシーの設定を行う 

ステージング環境に
新しいアプリケーショ
ンを配置した場合、
以前のポリシーは引
き継がれない 

p.518 

Windows Azure Connect Tips & Tricks 

－Azure Connect を利用したドメイン参加 

 Azure Connect を利用すると、Azure 上のサーバをオンプレ
ミスのドメインに参加させることができる 

 おおまかなやり方は以下の通り 

 DC と DNS サーバにエージェントをインストール 

 プラグインに、Azure 上のロールを AD 参加させるオプションを設定 

 主な利用シナリオは以下の通り 

 Azure → オンプレミスの呼び出しで Windows 統合認証を使いたい 

 PowerShell を使って Azure 上のサーバをリモート管理したい、etc... 

 現実的には設定が非常に厄介なので、無理に使わないことを推奨 

 特に、Windows Azure 上のサーバは永続化されない（ステートレスであ
る）ため、例えばイメージ再作成のつどドメイン参加が発生してしまう 

 運用容易性などを考えると、あまり推奨はしない 

※（参考） 類似の話として、Azure 環境に DC を設置したい

というニーズがあるが、これはできないと考えたほうがよい
（Azure 上のサーバはステートレス設計にすることが基本で
あるため） 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－260 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.519 

Windows Azure Connect Tips & Tricks 

－性能的な差異について 

 Azure 環境からオンプレミス環境へのアクセスは非常に重た
くなることに設計上十分注意すること 

 クラウド内でのアクセスに比べ、クラウドからオンプレミス環境へのア
クセスは非常に遅くなる（100 倍は違う！） 

 このため、クラウドからオンプレミスにアクセスを行う場合には、キャッ
シュを利用するなどの 

設計上の工夫を必ず 

行うこと 
WebRole1 

DbGroup1 

Windows Azure オンプレミス 

SQL Azure 

① Azure Compute  

→ SQL Azure 

② Azure Compute →  

On Premise SQL Server 

（Azure Connect 経由） 

③ On Premise 

→ SQL Azure 

（TCP/IP 直結） 

  列 行 ① ② ③ 
authors 9 23 2 412 86 
titles 10 18 2 427 86 
Order Details 5 2155 14 601 98 
Orders 14 830 16 1199 261 

[msec] 

（シンガポール） 

※（注意＆重要） 実際の性能については、必ず実環境での

性能検証を行うこと（ネットワーク環境や測定条件に大きく
依存するため）。下記のデータは、nakama の自宅ネット
ワーク環境から東南アジア DC に対して測定してみたもの

だが、数値の絶対値についてはいつでも必ずしも当てはま
るものではない。あくまで相対的な関係として、①＜③＜②
の関係が成立する、ということだけが言えるのみである。 

p.520 

Windows Azure Connect まとめ 

 Windows Azure Virtual Network を使うと、クラウドとオンプ
レミス環境を接続することができる 

 Azure Connect と Azure Gateway の 2 種類がある 

 現状利用できるのは、Azure Connect のみ 

 

 Azure Connect には、現状、以下のような制限事項があるこ
とを押さえて利用する必要がある 

 通信速度が遅くなるため、キャッシュ併用など設計の工夫を行う 

 エージェントをインストールできるのは Vista, 7, 2008, 2008R2 のみ 

 オンプレミス環境で認証つきプロキシを使っていると利用できない 

 マシン間通信は 1:1 通信になるため、オンプレミス側でロードバラン
サなどを利用することができない 
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Windows Azure Traffic Manager とは何か 

 DNS 名前解決を調整することで、複数のデータセンタに配
置されたサービス間でのフェイルオーバや負荷分散を行う 

 Windows Azure Traffic Manager （WATM）を使うと、複数のコン
ピュートサービスをひとつの名前で束ねることができる 

 ○○○.ctp.trafficmgr.com （○○○は任意） 

 DNS 名前解決の際に、サービスの状態やクライアン 

トの位置を加味した結果を返 

すことで、サービスのフェイル 

オーバや負荷分散を行う 

コンピュート 

サービス 

コンピュート 

サービス 

香港（East Asia） DC 

シンガポール（Southeast Asia） DC 

http://nakamaeastasia 

.cloudapp.net/ 

http://nakamasoutheastasia 

.cloudapp.net/ 

コンピュート 

サービス 

シカゴ（Notrh Central US） DC 

http://nakamanorhcentralus 

.cloudapp.net/ 

Windows Azure 

Traffic Manager 

① 名前解決を行う 

（nakama.ctp. 

trafficmgr.com） 

② 条件設定に基づき、 

適切な名前と 

IP アドレスを返信 

（nakamaeastasia.cloudapp.net 

65.52.170.237） 

 

③ 指定された IP アドレスの 

データセンタへアクセス 

定期的に 

各サービスを 

ヘルスチェック 

p.522 

Windows Azure Traffic Manager とは何か 

－主な利用目的 

 WATM の主な利用目的としては、以下のようなものがある 

 全世界レベルでのトラフィック分散（Geo-Distribution） 

 www.microsoft.com や www.google.com のようなサイトは、見かけの 

URL はひとつだが、実際には全世界中の DC で負荷分散をしている 

 ユーザから最も近い場所の DC に誘導することで、ユーザの体感速度も
改善している 

 災害対策（Disaster Recovery） 

 DC 内での個別障害は自動フェイルオーバするが、大規模な自然災害な
どで DC 全体がダウンした際には、他の DC へのフェイルオーバが必要 

 DNS 名前解決時に別の 

DC に誘導することで、こ 

れを実現する 

 サービスアップグレード 

 サービス停止が必要な 

アップグレード時に、他の 

サービスにフェイルオーバ 

北ヨーロッパ 

（アムステルダム） 

西ヨーロッパ 

（ダブリン） 

東アジア 

（香港） 

東南アジア 

（シンガポール） 

北アメリカ 

（シカゴ） 

南アメリカ 

（サンアントニオ） 
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Windows Azure Traffic Manager の内部動作 

 WATM の内部動作は、以下の 2 つから構成されている 

 各サービスのヘルスチェック 

 WATM は、登録されている各 Hosted Services の死活監視を 30sec 

単位に行っている（後述） 

 3 回連続で応答が取れなかった場合、当該サービスは障害を起こしたと
みなして、リストから除外される 

 クライアントからの要求に基づく DNS 名前解決 

 WATM は、○○○.ctp.trafficmgr.com に対する名前解決要求に対して、
生きているサービスの中からひとつを返す 

 この際の返し方のルールとして、① パフォーマンス、② フェイルオーバ、
③ ラウンドロビンの 3 通りが用意されている（後述） 

 Windows Azure 

Traffic Manager 

コンピュート 

サービス 

コンピュート 

サービス 

コンピュート 

サービス 

ヘルス 

チェック 

サービス データセンタ 生死 

A.cloudapp.net East Asia × 

B.cloudapp.net Southeast Asia ○ 

C.cloudapp.net North Central US ○ 

○○○.ctp.trafficmgr.com の 

名前解決 

ルールに基づいて、 

生きているサービスの中から 

いすれかひとつを返す 

p.524 

Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

 WATM を使うには、以下の作業を行う 

 1. WATM の有効化 

 現在は CTP のため、ポータルサイトからの申し込みによるアクティベー
ションが必要 

 2. 複数のサービスの作成 

 複数の DC に、同一のホス 

テッドサービスを作成する 

（詳細は後述） 

 （注意） 同一のサブスクリプ 

ション内に作成すること 

 （参考） 実際のサービスの 

配置は後でも構わない（と 

りあえず箱だけ作れば OK） 

東アジア（香港） 
nakamaeastasia.clouadpp.net 

北中央アメリカ（シカゴ） 
nakamanorthcentralus.clouadpp.net 

南中央アメリカ（ダブリン） 
nakamasouthcentralus.clouadpp.net 

東南アジア（シンガポール） 
nakamasoutheastasia.clouadpp.net 
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Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

 3. WATM のポリシーの作成 

 ポータルサイトの "Virtual Network" タブからポリシーを作成する 

WATM を利用するサブス
クリプションを選択 

DNS 名前解決の 

ルールを選択 

（後述） 

ポリシーに含める
サービスを選択 

※ ステージング

環境のサービス
は含められない 

各サービスの監
視方法を設定（後
述） 

仮想 DNS 名を指
定 

DNS の TTL を
指定（後述） 

p.526 

Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

 WATM を使いこなすためには、以下の 2 点について正しく
理解することが必要である 

 1. DNS 名前解決（ロードバランス方式） 

 クライアントからの要求に基づき、どのようなルールで応答を決めるか？ 

 ① パフォーマンス、② フェイルオーバ、③ ラウンドロビン の 3 通り 

 それぞれどのようなルールなのかを理解する必要がある 

 （注意） WATM では「ロードバランス方式」（Load Balancing Method）と
呼んでいるが、負荷分散を目的としていない方式もあるため注意する 

 2. ヘルスチェック 

 各サービスの死活はどのようにしてチェックされるのか？ 

 ① 生死判定方法、② クライアントへの伝播、③ サービス復帰 の 3 つに
ついて理解する必要がある 

 これらについて解説する 
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Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

－1. DNS 名前解決（ロードバランス方式） 

 WATM では、DNS 名前解決に 3 通りの方法が利用できる 

 ① パフォーマンス 

 クライアントから最も近いと想定される DC へ誘導する方式 

 ネットワークパフォーマンスタイムテーブルを元に、最も近い DC を算出 

 以下に注意が必要 

 パフォーマンスタイムテーブルのデータは、DC ごとに計測されている 

 各サービスの負荷状況は加味されずにルーティングされる 

 DNS キャッシュサーバを使っている場合には注意が必要（詳細は後述） 

Windows Azure 

Traffic Manager 

コンピュート 

サービス 

コンピュート 

サービス 

コンピュート 

サービス 

ヘルス 

チェック 

サービス データセンタ 生死 

A.cloudapp.net East Asia × 

B.cloudapp.net Southeast Asia ○ 

C.cloudapp.net North Central US ○ 

○○○.ctp.trafficmgr.com の 

名前解決 

生きているサービスの中で 

最も近いと想定される 

DC のサービスへ誘導 

（C.cloudapp.net） 

IPアドレス範囲 
North 
Central US 

South 
Central US 

Sotheast 
Asia 

East Asia 
North 
Europe 

West 
Europe 

aaa～bbb 6ms 30ms 180ms 250ms 350ms 200ms 

ccc～ddd 230ms 250ms 10ms 5ms 270ms 260ms 

eee～fff 150ms 180ms 350ms 280ms 10ms 7ms 

ネットワーク 

パフォーマンス 

タイムテーブル 

WATM は各 DC から 

各 IP アドレス範囲への 

ラウンドトリップを 

定期的に検査している 

IP アドレス 

aaa 最も 

近い 

※ （参考） 

同一 DC 内に複数の Hosted Services が 

いる場合には、リスト上、上側にあるものが 

優先的に返される（＝後ろにあるものには 

全く誘導されない） 

このため、この設定の場合には、1つのDC 

内に複数の Hosted Services を置いても 

あまり意味がないことになる 

p.528 

Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

－1. DNS 名前解決（ロードバランス方式） 

 ② フェイルオーバ 

 リストの上から優先的に利用する方式 

 通常時は、リストの一番上のサイト（プライマリサイト）に全トラフィックを誘導 

 プライマリサイトがダウンした場合には、次のサイト（セカンダリ）へ誘導、そ
れがダメならさらに次のサイトへ誘導 

 以下に注意が必要 

 負荷分散は行われていない（＝特定の DC のサービスを集中的に利用） 

 下図のように 3 つ以上のサービスを組み入れることも可能だが、DR 目的
のフェイルオーバなら、同一リージョンの 2 つのサービスで構成すれば十分 

Windows Azure 

Traffic Manager 

コンピュート 

サービス 

コンピュート 

サービス 

コンピュート 

サービス 

ヘルス 

チェック 

サービス データセンタ 生死 

A.cloudapp.net East Asia × 

B.cloudapp.net Southeast Asia ○ 

C.cloudapp.net North Central US ○ 

○○○.ctp.trafficmgr.com の 

名前解決 

生きているサービスの中で 

リストの最も上にある 

サービスへと誘導する 

（B.cloudapp.net） 
プライマリ 

ダウン 

プライマリ、セカンダリの両方が 

ダウンすると、はじめてターシャリ 

（3 番目のサイト）が使われる 

East Asia のプライマリが 

ダウンしているので 

Southeast Asia の 

セカンダリへ誘導 
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Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

－1. DNS 名前解決（ロードバランス方式） 

 ③ ラウンドロビン 

 DNS 名前解決要求のつど、リストの上から順繰りに応答を返す方式 

 生きているサイトのみを使って応答を返す 

 均等分散（＝各サーバの負荷は加味されない） 

 以下に注意が必要 

 クライアントの IP アドレスは全く加味されない 

 複数の DC のサーバをひとつに束ねる目的には適していない（クライ
アントから見て、遠い DC に誘導されてしまうことがあるため） 

 複数のクラスタから構成される超大規模サイトの構成に適している 

Windows Azure 

Traffic Manager 

コンピュート 

サービス 

コンピュート 

サービス 

コンピュート 

サービス 

ヘルス 

チェック 

サービス データセンタ 生死 

A1.cloudapp.net East Asia ○ 

A2.cloudapp.net East Asia ○ 

A3.cloudapp.net East Asia × 

A4.cloudapp.net East Asia ○ 

○○○.ctp.trafficmgr.com の 

名前解決 

生きているサービスの中から 

順繰りに応答を返す 

順繰りに 

DNS 応答 

p.530 

Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

－1. DNS 名前解決（ロードバランス方式） 

 これらのロードバランス方式は、利用シナリオに応じて適切
に使い分ける必要がある 

 利用例1. 地理的分散（Geo-Distribution） 

 主に参照系 Web サイトで利用される 

 この場合は、同一のアプリケーションを全世 

界の DC に配置し、"Performance" を使う 

 各サービスのインスタンスは個別に調整する 

 利用者が世界中のどこに多いかによって各 

Hosted Service の負荷が変わるため 

 データベースやストレージの同期は別途必要 

 とはいえ、参照系 Web サイトであればデータ 

同期は比較的容易 

Asia Region （アジア地区） 

East Asia DC （香港 DC） 

Southeast Asia DC （シンガポール DC） 

Central US Region （中央アメリカ地区） 

North Central US DC （シカゴ DC） 

South Central US DC （サンアントニオ DC） 

A1 

B1 

C1 

D1 

① パフォーマンス 

A1 B1 C1 D1 

エンドユーザが世界中のどこに多いかによって 

各 Hosted Service の負荷が変わるため、 

インスタンス数は負荷に合わせた個別調整が必要 

全世界の DC に 

同一のアプリケーションを配置 

（インスタンス数は個別調整） 

要
同

期
 

要
同

期
 

要
同

期
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Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

－1. DNS 名前解決（ロードバランス方式） 

 利用例2. 災害対策（Disaster Recovery） 

 主に、更新系 Web サイト（OLTP アプリケーション）で利用される 

 この場合は、同一地区（Region）の異なる DC にアプリケーションを配置
し、"Failover" を利用する 

 片方のサービスをプライマリとして平常時に利用 

 災害時には、もう片方のサービスをセカンダリとして利用 

 第 3 以降のサービスを使うことも可能 

 このシナリオでは、データ同期について深い検討が必要 

になることが多い 

 リアルタイムに更新されるデータを、別 DC に 

非同期反映させる必要があるため 

 同期の時間間隔、フェイルオーバ時のトランザ 

クションロスト、切り替えなどについて要検討 

Asia Region （アジア地区） 

East Asia DC （香港 DC） 

Southeast Asia DC （シンガポール DC） ② フェイルオーバ 

プライマリ 

A1 B1 

セカンダリ 

SQL Azure や 

ストレージサービスの 

データの同期については 

別途検討が必要 

要同期 

A1 

B1 

更新 平常時 

p.532 

Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

－1. DNS 名前解決（ロードバランス方式） 

 利用例3. サービスアップグレード 

 基本的にサービスのアップグレードは VIP スワップにより実施するが、
現状の VIP スワップは、エンドポイント数の変更に対応していない 

 このため、従来、エンドポイントが変化するようなサービスのアップグレードを
行うには、サービスの削除と再配置が必要だった（＝サービスダウン） 

 このような場合には、同一 DC 内の 2 つの Hosted Services 間で 

"Failover" を使えばよい 

 平常時は、A1 の Hosted Service のみを利用しておく 

 VIP スワップが利用できないようなサービスアップグレードを行う場合には、
まず A2 にアプリケーションを配置してから A1 をダウンさせる 

 その後、ポリシー上の A1 と A2 の順序を 

入れ替え、A2 側をプライマリにする 
Asia Region （アジア地区） 

East Asia DC （香港 DC） 

② フェイルオーバ 

プライマリ 

A1 A2 

セカンダリ 

A1 

A2 

平常時 

平常時は 

空にする 
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Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

－1. DNS 名前解決（ロードバランス方式） 

 利用例4. 複数クラスタセットでの負荷分散 

 DB サーバなどのボトルネックにより、一つのクラスタ（Hosted Service）
だけでは賄い切れないような Web サイトで利用する 

 このような場合には、複数のクラスタ（Hosted Service）を用意し、これを 

"Round Robin" 方式で束ねる 

 各クラスタを横に並べて負荷分散させる 

 それぞれの Hosted Service にリクエストが均等に分散される 

 理論上はこのような利用方法も考えられるが、 

実際の Web サイトでの利用は少ないと考え 

られる 

 例） アプリケーション側のコードを修正し、接 

続先となる DB サーバを切り替える、など 

Asia Region （アジア地区） 

East Asia DC （香港 DC） 

③ ラウンドロビン 

A1 

A1 

A2 

A3 

A2 A3 

均等に負荷分散されるため、各サーバの 

インスタンス数は同程度にしておくべき 
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Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

－1. DNS 名前解決（ロードバランス方式） 

 まとめると、以下のようになる 

 WATM では、3 通りの DNS 名前解決方式を使うことができる 

 ① パフォーマンス ： クライアントから最も近い DC のサービスを返す 

 ② フェイルオーバ ： 基本はプライマリ、ダウンしたらセカンダリを返す 

 ③ ラウンドロビン ： リストアップされているサービスを順番に返す 

 利用目的に応じて、適切なサービスの配置を行い、適切な DNS 名
前解決方式を選択する 

 目的によって、サービスの配置パターンが大きく変わることに注意する 

 いずれのケースでも、SQL Azure や Windows Azure ストレージサービ
スのデータ同期については別途考える必要があることに注意する 

利用シナリオ サービスの配置 ロードバランス方式 

地理的分散（Geo-Distribution） 全世界の DC に分散配置 "Performance" 

災害対策（DR） 同一地区の DC に分散配置 "Failover" 

サービスのアップグレード 同一 DC 内に複数配置 "Failover" 

複数クラスタセットでの負荷分散 同一 DC 内に複数配置 "Round Robin" 
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Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

－2. ヘルスチェック 

 WATM は、以下の方法で各サービスのヘルスチェックを行う 

 WATM から 30sec おきにサービスが検査される 

 5sec 以内に 200 OK 応答が 3 回帰ってこなかったら障害と判定し、
DNS 名前解決の応答のリストから外される 

 障害後も 30sec おきにチェックし、OK 応答になったら復帰とみなす  

Actual status of
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DNS TLL

9

WATM 

ホステッド 

サービス 

コンピュート 

サービス 

DNS リストから外す 

※ DNS TTL 期間中はクライアントから 

リクエストが飛ぶことがある 

サービス障害 オンライン 

（サービスが正常動作） 

オンライン 

（サービス復帰） 

当該サービスへの 

通信なし   

60～90secのタイムラグ DNS TTL 通信なし 

※ （要確認） 

・DNS ネガティブ TTL の値は？ 

・下図のオレンジの範囲が誤り 

p.536 

Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

－2. ヘルスチェック 

 ヘルスチェックで呼び出すページについては以下に注意する 

 任意に変更可能だが、全サービスで同一パスである必要がある 

 例：HTTP, ポート80, /HealthCheck.aspx を指定した場合 

 http://nakamaeastasia.cloudapp.net/HealthCheck.aspx 

 http://nakamanorthcentralus.cloudapp.net/HealthCheck.aspx 

 動的なページをヘルスチェックに使うこともできるが、その場合は速
やかに生死判定情報を返す必要がある 

 動的ページでは、サーバのみならず関連サービスの生死判定もできる 

 しかし、5sec 以内にレスポンスを返さなければならない 

 

HealthCheck.html 

（静的ページ） 

HealthCheck.aspx 

（動的ページ） 

チェック 

200 OK 

200 OK 

GET /HealthCheck.html 

GET /HealthCheck.aspx 

Web サーバの生死判定は 

できるが、SQL Azure など 

の生死まで含めた総合的な 

判定はできない 

WATM 

ヘルスチェック URL の設定 

HTTP または 

HTTPS 

既定は "/" 

*.aspx, *.html など自由に指定可能 
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Windows Azure Traffic Manager の基本的な使い方 

－2. ヘルスチェック 

 ヘルスチェックに時間がかかる場合には、バックグラウンドスレッドで
定期的にヘルスチェックを実施しておくとよい 

 下図のように、アプリケーション起動時にヘルスチェック処理を起動 

 定期的にヘルスチェックすると共に、状態をフラグで管理する 

 WATM から呼び出すページは、フラグを見て結果を返すだけにする 

 具体的な実装例 → 次ページ 

HealthCheck.aspx 

チェック 

200 OK 

GET /HealthCheck.aspx 
フラグを見て 

結果を返すだけ 

WATM 

true 
IsHealthy フラグ 

global.asax 

Application_Start() 

ヘルスチェック処理 

HealthMonitor.cs 

（定期的に周辺サー 

 ビスをチェックし、 

 フラグを更新する） 

フラグを見て 

結果を返すだけ 

バックグラウンドで 

定期的にヘルス 

チェック 
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public class Global : System.Web.HttpApplication 
{ 
    protected void Application_Start(object sender, EventArgs e) 
    { 
        // ヘルスチェック処理を起動 
        HealthMonitor.Start(); 
    } 

global.asax.cs 

public static class HealthMonitor 
{ 
    public static bool IsHealthy { get; set; } 
    public static string Error { get; set; } 
    public static DateTime LastChecked { get; set; } 
 
    static HealthMonitor()  
    { 
        IsHealthy = true; 
        Error = null; 
    } 
 
    public static void Start() 
    { 
        // 新規にバックグラウンドスレッドを起こし、そこでヘルスチェックを行う 
        Thread healthCheckThread = new Thread(new ThreadStart(HealthCheck)); 
        healthCheckThread.Start(); 
    } 
 
    private static void HealthCheck() 
    { 
        while (true) 
        { 
            try 
            { 

HealthMonitor.cs 

・バックグラウンドでヘルスチェック処理を起動 

・定期的にヘルスチェックを行わせる 

・ヘルスチェック状態をフラグで管理 

・利便性のため、ヘルスチェック結果を文字列で保持しておく 

 （外部から見られる可能性があるため、例外の詳細情報など、 

  セキュリティを要する情報はここには含めず、イベントログに 

  書き出す） 
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                Thread.Sleep(10000); // 10sec おきにヘルスチェック 
 
                // ヘルスチェック処理 
 
                // SQL Azure 
                try 
                { 
                    string sqlConnectionString = 
RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue("sqlConnectionString"); 
                    SqlConnection sqlcon = new SqlConnection(sqlConnectionString); 
                    SqlCommand sqlcmd = new SqlCommand("SELECT 1", sqlcon); 
                    sqlcon.Open(); 
                    sqlcmd.ExecuteNonQuery(); 
                    sqlcon.Close(); 
                } 
                catch (SqlException) 
                { 
                    Error = "SQL Azure のチェック中にエラーが発生しました。"; 
                    throw; 
                } 
 
                // Storage Service 
                try 
                { 
                    string storageConnectionString = 
RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue("Microsoft.WindowsAzure.Plugins.Diagnostics.ConnectionString"); 
                    CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse(storageConnectionString); 
                    CloudBlobClient blobClient = storageAccount.CreateCloudBlobClient(); 
                    string path = string.Format("wad-control-container/{0}/{1}/{2}", 
                        RoleEnvironment.DeploymentId, RoleEnvironment.CurrentRoleInstance.Role.Name, 
RoleEnvironment.CurrentRoleInstance.Id); 
                    CloudBlob blob = blobClient.GetBlobReference(path); 
                    string wadcfg = blob.DownloadText(); 
                } 
                catch (StorageException) 

HealthMonitor.cs 

・SQL Azure やストレージの生死判定を行う 

・ここでは、以下のチェックを行っている 

 SQL Azure → 接続が正しくでき、エコーが返ってくるか否か 

 Azure ストレージ → WAD の構成設定データを取得できるか否か 

p.540 

                { 
                    Error = "ストレージサービスのチェック中にエラーが発生しました。"; 
                    throw; 
                } 
                Error = null; 
                LastChecked = DateTime.UtcNow; 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
                IsHealthy = false; 
                LastChecked = DateTime.UtcNow; 
                if (Error == null) Error = "不明なエラーが発生しました。"; 
                // ロギング処理 
                EventLog.WriteEntry("Application", "ヘルスチェックエラー : " + e.ToString(), 
EventLogEntryType.Error); 
            } 
        } 
    } 
} 

HealthMonitor.cs 

public partial class HealthCheck : System.Web.UI.Page 
{ 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Label1.Text = HealthMonitor.IsHealthy.ToString(); 
        Label2.Text = HealthMonitor.LastChecked.ToString(); 
        if (HealthMonitor.IsHealthy == false) 
        { 
            Response.StatusCode = 500; 
            Label1.Text += "<BR />" + HealthMonitor.Error.ToString(); 
        } 
    } 
} 

HealthCheck.aspx.cs 

・チェックが正常終了した場合には、一定時間だけ待機して再試行 

・エラーが発生した場合には、イベントログへの記録と、エラーの 

 保存を行う 

・ヘルスチェックページでは、フラグだけを確認する 

・エラーがあった場合には、200 OK 応答以外を返す 
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Windows Azure Traffic Manager の動作確認 

 WATM の動作は、以下のようにして確認することができる 

 例） 地理的分散（Geo Distribution） 

 日本から EMobile 経由で接続すると、香港やシンガポールに接続 

 レドモンドの RAS 経由で接続すると、シカゴやサンアントニオに接続 

 サービスをダウンさせると、当該サービスの IP アドレスは返されなくなる 

東アジア 

（香港） 

東南アジア 

（シンガポール） 

南アメリカ 

（サンアントニオ） 

Redmond RAS 

北アメリカ 

（シカゴ） 

RAS 接続していないと、 

アジア圏の DC に接続 

アメリカの RAS 経由で 

接続を試みると、 

アメリカ圏の DC に接続 

p.542 

Windows Azure Traffic Manager の動作確認 

－テストする際の注意点 

 実際の名前解決は下図のように多段階で行われているため、
テストを行う際は、以下に注意が必要 

 A. 中間のサービスやサーバによる DNS のキャッシュ 

 B. "Performance" 設定時の「経路」の測り方 

 これらについて解説する 

ブラウザ 

メーラー 

コマンド 

DNS スタブ 

リゾルバ API 

DNS 

キャッシュ 

表示 : ipconfig /displaydns 

消去 : ipconfig /flushdns 

名前解決を要求 
nakama.ctp.trafficmgr.com 

問い合わせ 

DNS サーバ 

（フルサービス 

リゾルバ） 

・中間サーバ、DNS 

 キャッシュサーバ 

 などとも呼ばれる 

・複数ネストしている 

 こともある 

DNS 

キャッシュ 

問い合わせ 

権威 DNS サーバ 

（コンテンツサーバ） 

ctp.trafficmgr.com の名前サーバ 

（実際にはマイクロソフトの 

DNS サーバ、ns1.msft.net） 

（権威のない）回答 （権威のある）回答 

※ クライアントからの直接の 

問い合わせには応じない 
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Windows Azure Traffic Manager の動作確認 

－テストする際の注意点 

 A. 中間のサービスやサーバによる DNS のキャッシュ 

 注意① DNS フルリゾルバや DNS スタブリゾルバによるキャッシュ 

 DNS フルリゾルバやスタブリゾルバは、DNS データをキャッシュする 

 基本的には DNS TTL （Time-to-Live）設定に従うため、DNS TTL を適
宜短くしておくことが望ましい 

 通常は 60sec～300sec 程度（※ 最小値は 30sec） 

 稀に DNS TTL 値を無視するものがあるため、テスト時は注意が必要 

 例：コンシューマ向けの NAT ルータの一部の製品など 

ブラウザ 

メーラー 

コマンド 

DNS スタブ 

リゾルバ API 

DNS 

キャッシュ 

名前解決を要求 
nakama.ctp.trafficmgr.com 

問い合わせ 

DNS サーバ 

（フルサービス 

リゾルバ） 

DNS 

キャッシュ 

問い合わせ 

権威 DNS サーバ 

（コンテンツサーバ） 

ctp.trafficmgr.com の名前サーバ 

（実際にはマイクロソフトの 

DNS サーバ、ns1.msft.net） 

（権威のない）回答 （権威のある）回答 

DNS TTL 

キャッシュ 

DNS TTL 

キャッシュ 
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Windows Azure Traffic Manager の動作確認 

－テストする際の注意点 

 注意② ブラウザによるキャッシュ 

 例えば IE では、DNS TTL の設定によらず、30 分間キャッシュを行う 

 http://support.microsoft.com/kb/263558 

 リフレッシュさせるためには、ブラウザをすべて一度閉じる必要がある 

 通常時は望ましい挙動だが、テストの際はレジストリを変更し、このブラ
ウザのキャッシュ時間を短くするとよい 

 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion

\Internet Settings] 

 "ServerInfoTimeOut"=dword:0000001e 

 "DnsCacheTimeout"=dword:0000001e 

ブラウザ 

メーラー 

コマンド 

DNS スタブ 

リゾルバ API 

DNS 

キャッシュ 

名前解決を要求 
nakama.ctp.trafficmgr.com 

問い合わせ 

DNS サーバ 

（フルサービス 

リゾルバ） 

DNS 

キャッシュ 

問い合わせ 

権威 DNS サーバ 

（コンテンツサーバ） 

ctp.trafficmgr.com の名前サーバ 

（実際にはマイクロソフトの 

DNS サーバ、ns1.msft.net） 

（権威のない）回答 （権威のある）回答 

キャッシュ 

レジストリ設定は以下のアドレスからもダウンロードできる 

http://msdn.microsoft.com/en-us/wazplatformtrainingcourse_windowsazuretrafficmanager_topic9 

※ nslookup コマンドでテストを行う場合には、 

  このような問題は生じないのでラク 
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Windows Azure Traffic Manager の動作確認 

－テストする際の注意点 

 B. "Performance" 設定時の「経路」の測り方 

 WATM は名前解決の仕組みで経路測定をしているため、実際のア
クセス経路と合致しないことがある 

 例） マイクロソフトの社内 LAN にいる日本のユーザが、誤ってレドモンド
のプロキシサーバを経由して Web サーバにアクセスしようとした場合 

 日本の DNS サーバを利用するため、東アジア（香港）のアドレスが返される 

 しかし実際にブラウザ経由で 

アクセスする場合はレドモンド 

のプロキシサーバ経由となる 

 このため、ネットワーク経路と 

して見た場合には、最短では 

ない DC にアクセスしている 

ことになる 

 通常は、ブラウザによるアク 

セスと DNS 名前解決の経路 

は大きく変わらないため、この 

ような問題は発生しない 

東アジア 

（香港） 

東南アジア 

（シンガポール） 

南アメリカ 

（サンアントニオ） 

Redmond 

プロキシサーバ 

北アメリカ 

（シカゴ） 
DNS 名前
解決の経路 

ブラウザに
よるアクセス
経路 
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Windows Azure Traffic Manager Tips & Tricks 

 その他のポイントとして、以下を知っておくとよい 

 通常の利用時には、CNAME レコードを併用する 

 ○○○.ctp.trafficmgr.com を直接公開するのではなく、このレコードに
対して CNAME レコードを利用する 

 例） www.nakama.com → performance.nakama.ctp.trafficmgr.com 

 → nakamaeastasia.cloudapp.net 

 → nakamanorthcentralus.cloudapp.net 

 → nakamanortheurope.cloudapp.net 
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Windows Azure Traffic Manager まとめ 

 WATM を利用すると、複数の DC に配置された複数のサー
ビス間でのフェイルオーバや負荷分散を行うことができる 

 Windows Azure Traffic Manager （WATM）を使うと、複数のコン
ピュートサービスをひとつの名前で束ねることができる 

 内部的には、DNS 名前解決の機能と、ヘルスチェック機能により構
成されている 

 以下のような目的に利用することができる 

 地理的分散（Geo-Distribution）、災害対策（Disaster Recovery）、
サービスアップグレード、複数クラスタセットでの負荷分散など 

 利用目的ごとにサービスの配置パターンが変わるため、注意する 

 WATM はコンピュートサービスに対する名前解決でしかな
いことに注意する 

 SQL Azure やストレージサービスのデータ複製については、別途自
力で解決する必要がある 

p.548 

Windows Azure ネットワーク仮想化技術 まとめ 

 Windows Azure は、多彩なネットワーク技術を提供する 

 

 Windows Azure Virtual Network を使うと、オンプレミスとク
ラウド間でのネットワーク接続を行うことができる 

 現状は、サーバ間通信を行う Windows Azure Connect に限られる 

 

 Windows Azure Traffic Manager を使うと、複数のデータセ
ンタにまたがるサービスを構成することができる 

 地理的分散（Geo-Distribution）、災害対策（Disaster Recovery）な
どに利用できるが、データ同期については別途、検討が必要になる 
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Module 8 

Windows Azure への 

   既存システムの移行 

Existing Application Migration to Azure 

p.550 

Windows Azure への既存システムの移行 Agenda 

 Windows Azure へ既存システムを移行するのに役立ついく
つかの機能を理解する 

 Full IIS 

 昇格特権 

 VM ロール 
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Full IIS 

 SDK 1.3 以降では、Web ロールの既定の動作が Full IIS と
呼ばれるモードに変更された 

 従来の HWC モードと異なり、複数の Web アプリケーションを同時
に 1 つの Web ロール内で動作させることができるようになった 

 以降では、複数の Web アプリを 1 つの Web ロールサーバ内に展
開する方法について解説する 

  A. Full IIS モード B. Hosted Web Core （HWC） モード 

内部動作 IIS 7.x 上に直接アプリを展開 自前のワーカプロセス上にアプリを展開 

SDK との関係 ・SDK v1.3 以降でのみサポート 
・SDK v1.3 以降のデフォルト 

・すべてのバージョンの SDK で利用可能 
・SDK v1.0～1.2 のデフォルト 

ワーカプロセス w3wp.exe WaWebHost.exe 

動作アカウント NETWORK SERVICE （制限アカウント） CIS\dc90fe15-43ba-4035-8031-
e12118bfe380 （制限アカウント） 

動作ビット数 64 ビット （※ 32 ビット化も可能） 64 ビット 

Web アプリ数 設定次第で複数可能 1 つのみ 

ポート番号 80 乱数ポート （例：4523） 

p.552 

Full IIS 

－基本的な使い方 

 下図のように、3 つの Web アプリケーションを Web ロール
上に展開したい場合には、以下のような作業を行う 

 ① ルートの Web サイトに対応する Web アプリを 1 つだけ持った、
Windows Azure Project を作成する 

 ② ソリューションフォルダの下側に、完成済みの Web アプリケーショ
ンを配置する 

 ③ サービス構成定義ファイルを編集する（→ 次ページ） 

ルートフォルダに対応
するアプリを作成する 

エクスプローラを開き、
ソリューションフォルダ
の下側に、完成済み
の Web アプリケー
ションを配置する 
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■ 基本的な設定方法 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ServiceDefinition name="FullIIS" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2008/10/ServiceDefinition"> 
  <WebRole name="RootWeb"> 
    <Sites> 
      <Site name="Web"> 
        <VirtualApplication name="WebAppA" physicalDirectory="..\WebContents\WebAppA" /> 
        <VirtualApplication name="WebAppB" physicalDirectory="..\WebContents\WebAppB" /> 
        <VirtualApplication name="WebAppC" physicalDirectory="..\WebContents\WebAppC" /> 
        <Bindings> 
          <Binding name="Endpoint1" endpointName="Endpoint1" /> 
        </Bindings> 
      </Site> 
    </Sites> 
    <Endpoints> 
      <InputEndpoint name="Endpoint1" protocol="http" port="80" /> 
    </Endpoints> 
  </WebRole> 
</ServiceDefinition> 
 
■ （参考）その他の設定方法 
 
・絶対パスを使った指定 
 <VirtualApplication name="…" physicalDirectory="…" /> 
・Web アプリケーションではなく、仮想ディレクトリを使いたい場合（相対パス指定も可） 
 <VirtualDirectory name="…" physicalDirectory="…" /> 
 
※ 相対パスを使って指定する場合には、Azure プロジェクトから見た相対パスを指定すること 

ServiceDefinition.csdef 

現状、GUI から設定する

機能は提供されていない
ため、手作業でファイルを
開いて編集する 

p.554 

Full IIS 

－内部動作について 

 実際の配置に関しては、以下のような作業が行われる 

 VirtualDirectory, VirtualApplication として指定されているフォルダ
がまるごとパッケージングされ、Azure 上に展開される 

 各アプリケーションごとにアプリケーションプールが作られ、動作する 

• アップロードされた各アプリケー
ションは、ロールボリュームの 

\sitesroot\ 下に展開され、Web 

サイトに連結・公開される 

• 各アプリケーションごとに、個別
のアプリケーションプールが作
成される 
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Full IIS 

－（参考） machineKey 設定の自動書き換えについて 

 SDK 1.3 以降ではサイトルートの machineKey が自動的に
書き換えられてしまうため、場合によっては注意が必要 

 Azure ランタイムはアプリケーションを展開した後、各サイトルートの 

web.config ファイル内の machineKey 設定を自動的に上書きする 

 複数のサーバで同一の machineKey 設定に揃えるため 

 明示的に machineKey を設定していても、強制的に上書きしてしまう 

 この挙動は、複数の Web アプリケーションでフォーム認証に利用す
るキーを調整したい場合などに、かえって邪魔になってしまう 

 この問題を回避したい場合には、昇格特権を使って、明示的
に machineKey を上書きするようにする必要がある 

 詳細 → User-Specified Machine Keys Overwritten by Site-Level 

Auto Configuration 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg494983.aspx 

※ SDK 1.4 以降ではこの問題は発生しない 

p.556 

昇格特権 

 昇格特権機能を使うと、スタートアップ関連の作業を管理者
権限で動作させることができるようになる 

 以下の 2 つを行うことができる 

 ① スタートアップコマンドを、管理者権限で動作させることができる 

 ② OnStart() メソッドが動作するプロセスを、管理者権限で動作させるこ
とができる 

 この機能を使うと、Web ロールや Worker ロールのサーバをかなり
高度にカスタマイズすることができる 

 標準の Web ロールや Worker ロ 

ールでは制約事項だった部分の 

多くを、取り払って使うことができる 

ようになる 

 後述する VM ロールを使わなくて 

も、ほとんどのことは昇格特権で 

まかなうことが可能 

※ この機能は Admin Mode と呼ばれることがある 

（開発中に Admin Mode という名称が付いていたが 

リリース時に Elevated Privileges という名称に 

変更された） 

classic ASP の有効化 

Web ロールワーカプロセスの 32 ビット化 

統合パイプラインモードの無効化 

COM コンポーネントのインストール 

ミドルウェアやドライバの追加インストール 

追加フォントのインストール 

リモートデスクトップのアカウントロックアウト 

フォルダの ACL 設定変更 

... 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg494983.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg494983.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg494983.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg494983.aspx
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昇格特権 

－具体的な設定方法 

 サービス構成設定ファイルに以下を設定 

 ① スタートアップコマンド 

 <Task> に executionContext="elevated" を指定 

 ② RoleEntryPoint.OnStart() メソッド 

 <Runtime executionContext="elevated"> を指定 

 以上の設定により、各種のスタートアップ作 

業を管理者権限で動作させることができる 

（注意） OnStart() メソッドの昇格特権化について 

• Web ロール（Full IIS）の場合には、WaIISHost.exe が 

管理者アカウントで動作する＝アプリが動作する w3wp 

.exe は制限アカウントで動作する 

• Worker ロールの場合には、WaWorkerHost.exe が 

管理者アカウントで動作する＝アプリが動作するプロセ 

スそのものが管理者アカウントで動作することになる！ 

（セキュリティ的に危険なので、注意して使う） 

<ServiceDefinition ... > 
  <WebRole name="WebApplication1"> 
    ... 
    <Runtime executionContext="elevated" /> 
    <Startup> 
      <Task commandLine="Startup.cmd" executionContext="elevated" taskType="simple" /> 
    </Startup> 
  </WebRole> 
</ServiceDefinition> 

ServiceDefinition.csdef 

p.558 

昇格特権 

－具体的な設定方法 

 （参考） スタートアップコマンドファイル作成に関する注意点 

 開発環境でもスタートアップタスクは動作してしまう 

 開発環境での動作を避けるため、以下の 2 つの方法がよく使われる 

 DFService.exe の存在をチェック 

 PROCESSOR_ARCHITECTURE をチェック 

 SDK 1.5 以降では次ページの方法が追加された 

■ コンピュートエミュレータの存在を確認することで開発環境か否かを判別 
 （問題点：SDK バージョンを変えたときには書き換えが必要） 
 
if exist "%programfiles%\Windows Azure SDK\v1.3\bin\devfabric\DFService.exe" goto End 
 
■ プロセッサタイプを見て開発環境か否かを判別 
（問題点：開発環境で 64 ビットマシンを使っている場合にはこの方法は使えない） 
 
if %PROCESSOR_ARCHITECTURE%==x86 (  
  rem nothing to do in Compute Emulator 
) else (  
  start /w pkgmgr /iu:IIS-ASP  
  start /w AccessDatabaseEngine_X64.exe /quiet 
) 

Startup.cmd 
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昇格特権 

－具体的な設定方法 

 （参考） スタートアップコマンドファイル作成に関する注意点 

 開発環境でもスタートアップタスクは動作してしまう（続き） 

 SDK 1.5 以降では、次に示す方法で、開発環境か否かを判定できる 

 環境変数 EMULATED に、エミュレータ上で動作しているか否かを取得する 

 取得した環境変数を、バッチファイル内で判定する 

<Startup> 
  <Task executionContext="elevated" commandLine="startup.cmd"> 
    <Environment> 
      <Variable name="EMULATED"> 
        <RoleInstanceValue xpath="/RoleEnvironment/Deployment/@emulated" /> 
      </Variable> 
    </Environment> 
  </Task> 
</Startup> 

ServiceDefinition.csdef 

if "%EMULATED%"=="true" goto :EOF 

Startup.cmd 

詳細は以下の blog を参照のこと 

Skipping Windows Azure Startup Tasks When Running in the Emulator 

http://blog.smarx.com/posts/skipping-windows-azure-startup-tasks-when-running-in-the-emulator 

p.560 

昇格特権 

－具体的な設定方法 

 （参考） スタートアップコマンドファイル作成に関する注意点 

 コマンドラインから起動するアプリはフルパスで指定した方がよい 

 %programfiles% や %windir% などの環境変数をうまく使う 

 特に Azure ではシステムドライブが D:\ になるため注意が必要 

 %~dp0 をうまく利用する 

 コマンドラインは、 Azure 環境では E:\approot\bin 下で動作する（ドライブレ
ターは変更される場合あり） 

 %~dp0 を使うことで、このパスを拾うことが可能 

 まずリモートデスクトップ接続して、コマンドの動作確認をするとよい 

 ローカル PC には含まれているが、Azure の仮想マシンには含まれてい
ないコマンドがかなりある 

 例） icacls は含まれているが、cacls は含まれていない 

 例） pkgmgr は含まれているが、dism は含まれていない 

 リモートデスクトップ接続し、コマンドの動作確認をした上でスクリプトに
組み込むと間違いが少ない 
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昇格特権 

－具体的な設定方法 

 （参考） スタートアップコマンドファイル作成に関する注意点 

 テキストファイルの先頭のゴミ文字に注意する 

 Startup.cmd ファイルを作成する際、Visual Studio テンプレートのテキ
ストファイルを使う（TextFile1.txt）場合には注意が必要 

 このファイルは UTF-8 で保存されているため、先頭にゴミがついている 

 Visual Studio からではわからないため、コマンドプロンプトでの確認が必要 

 メモ帳でファイルを開き、ANSI で保存しなおす必要がある 

p.562 

昇格特権 

－昇格特権を使った主な初期化処理の例 

 以降では昇格特権を使った、様々な初期化処理の例を示す 

 1. イベントログの記述 

 2. classic ASP の有効化 

 3. VB6 COM のインストール 

 4. アプリケーションプールの 32 ビット化 

 5. アプリケーションプールの詳細な設定変更 

 6. 構成設定データの web.config ファイルへの自動転記 

 7. 64 ビット Access ODBC ドライバのインストール 

 8. リモートデスクトップのアカウントロックアウト 

 9. Web パッケージのインストール 

 10. フォルダの ACL 変更 

 11. スケジュールタスク（定期バッチ処理）の登録 
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昇格特権 

－昇格特権を使った主な初期化処理の例 

 1. イベントログの記述 

 eventcreate.exe で、イベントログにテキストを書き出すことができる 

 運用環境でのデバッグなどに便利 

 （注意） Azure 環境は英語環境であるため、イベントログへの書き込み
には日本語を使わないようにするとよい 

 

 

 2. classic ASP の有効化 

 pkgmgr コマンドを使うことで、classic ASP を有効化できる 

 （注意） 以下の Dism コマンドを使ったインストールはできない 

 dism /online /Enable-Feature /FeatureName:IIS-ASP 

 Azure 環境に dism コマンドがないため 

 

%windir%\system32\eventcreate.exe /T INFORMATION /ID 1000 /L APPLICATION /D "Starting startup.cmd" 

Startup.cmd 

start /w pkgmgr /iu:IIS-ASP 

Startup.cmd 

p.564 

昇格特権 

－昇格特権を使った主な初期化処理の例 

 3. VB6 COM のインストール 

 DLL をプロジェクトに入れ、regsvr32 を使う 

 DLL に対しては必ず「ビルドアクションなし」「常 

にコピー」を設定する（Web 上に公開されない） 

 %~dp0 パラメータを使う 

 %~dp0 → E:\approot\bin\ と展開される 

 

 4. アプリケーションプールの 32 ビット化 

 アプリケーションプールの設定を変更したい場合、appcmd コマンド
でアプリケーションプールのデフォルト値を変更する 

 これによりすべてのアプリケーションをまとめて 32 ビット化したり、タ
イムアウト時間を変更したりすることができる 

 

regsvr32.exe /s "%~dp0Sample3.dll" 

Startup.cmd 

%windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:applicationPools -applicationPoolDefaults.enable32B 
itAppOnWin64:true 
%windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:applicationPools -applicationPoolDefaults.processMo 
del.idleTimeout:00:00:00 

Startup.cmd 
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昇格特権 

－昇格特権を使った主な初期化処理の例 

 5. アプリケーションプールの詳細な設定変更 

 個々のアプリケーションプールの詳細な設定変更をしたい場合には、
appcmd を使うよりも WebRole.cs 内で設定変更をした方がラク 

 例えば Full IIS を使う場合には、Web アプリケーション単位にアプリ
ケーションプールが作成される 

 これらのアプリケーションプールの ID は乱数になるため、コマンドライン
のスクリプトでは操作しにくい 

 Microsoft.Web.Administration ライブラリを利用すると、比較的容易
にこれらのアプリケーションプールを操作することができる 

p.566 

public class WebRole : RoleEntryPoint 
{ 
    public override bool OnStart() 
    { 
        ServerManager iisManager = new ServerManager(); 
        // Web サイト名は "WebRole1_IN_0_Web" などになるので、これを拾う 
        Site site = iisManager.Sites[RoleEnvironment.CurrentRoleInstance.Id + "_Web"];  
        // サイト内の Web アプリケーションを拾い、それが所属する各アプリケーションプールの設定を変更 
        foreach (Application app in site.Applications) 
        { 
            switch (app.Path) 
            { 
                case "/": 
                    break; 
                case "/DNAAppA": 
                    break; 
                case "/DNAAppB": 
                    ApplicationPool appPoolDNAAppA = iisManager.ApplicationPools[app.ApplicationPoolName]; 
                    appPoolDNAAppA.Enable32BitAppOnWin64 = true; 
                    appPoolDNAAppA.ManagedPipelineMode = ManagedPipelineMode.Classic; 
                    break; 
                case "/WebAppA": 
                    break; 
                case "/WebAppB": 
                    ApplicationPool appPoolWebAppB = iisManager.ApplicationPools[app.ApplicationPoolName]; 
                    appPoolWebAppB.Enable32BitAppOnWin64 = true; 
                    appPoolWebAppB.ProcessModel.IdleTimeout = TimeSpan.FromSeconds(60); 
                    break; 
                default: 
                    break; 
            } 
        } 
        // 修正をセーブ 
        iisManager.CommitChanges(); 
        return base.OnStart(); 
    } 
} 

C# 
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昇格特権 

－昇格特権を使った主な初期化処理の例 

 6. 構成設定データの web.config ファイルへの自動転記 

 データベースの接続文字列情報は、web.config への記述が必要だ
が、これは .cspkg パッケージファイル内に含まれるため変更が困難 

 ServiceConfiguration.cscfg に書かれた設定値を web.config ファイ
ルに自動反映させるようにするには、以下の処理を行えばよい 

public override bool OnStart() 
{ 
    string connectionStringNameInWebConfig = "pubsConnectionString1"; 
    string connectionStringValueInServiceConfiguration =  
   RoleEnvironment.GetConfigurationSettingValue("pubsConnectionString1"); 
 
    ServerManager iisManager = new ServerManager(); 
    var webConfig = iisManager.GetWebConfiguration(RoleEnvironment.CurrentRoleInstance.Id + "_Web", "/"); 
    var connectionStrings = webConfig.GetSection("connectionStrings").GetCollection(); 
    for (int i = 0; i < connectionStrings.Count; i++) 
        if ((string)connectionStrings[i]["name"] == connectionStringNameInWebConfig) 
            connectionStrings[i]["connectionString"] = connectionStringValueInServiceConfiguration; 
    iisManager.CommitChanges(); 
 
    return base.OnStart(); 
} 

C# 

p.568 

昇格特権 

－昇格特権を使った主な初期化処理の例 

 （参考） IIS 構成設定変更のスクリプト作成方法 

 applicationHost.config ファイルに対する IIS 構成設定変更のスクリ
プトは、かなりの部分を自動作成することが可能 

 IIS サービスマネージャの「構成エディタ」を開き、そこから設定変更内容
を作成し、スクリプト化を行う 

 自力で作成するのは大変だが、こうしたツールを使うことでかなり簡
単に IIS の構成設定変更スクリプトを作成することができる 

appcmd を使った構成設定の変更については以下のページも参考になる 

http://mvolo.com/blogs/serverside/archive/2007/11/01/IIS7-configuration-

sections-exposed.aspx 
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昇格特権 

－昇格特権を使った主な初期化処理の例 

 7. 64 ビット Access ODBC ドライバのインストール 

 Windows Server 2008 には標準では 64 ビ 

ット版の Access ODBC ドライバは含まれて 

いないが、追加インストールすることは可能 

 Web から Office 2010 用の x64 ODBC ドラ 

イバをダウンロードすることが可能 

 これを昇格特権でインストールすればよい 

 右図のようにパッケージをプロジェクトに含め 

た上で、サイレントインストールを行うようにス 

クリプトを記述する 

 実システムでは、再頒布条件などに注意してパッケージングを行うこと 

if %PROCESSOR_ARCHITECTURE%==x86 (  
  rem nothing to do in Compute Emulator 
) else (  
  start /w AccessDatabaseEngine_X64.exe /quiet 
) 
 

Startup.cmd 

p.570 

昇格特権 

－昇格特権を使った主な初期化処理の例 

 8. リモートデスクトップのアカウントロックアウト 

 リモートデスクトップ接続は便利だが、どの環境からでもアクセスされ
る危険性がある点が難点 

 下図のように、アカウントロックアウトポリシーを設定しておくと、安全
性を高めることが可能 

 

 

 9. Web パッケージのインストール 

 ASP.NET MVC3 などをインストールしたい場合には、Web Platform 

Installer のコマンドライン版である webpicmdline を使うと便利 

 

net accounts /lockoutthreshold:3 
net accounts /lockoutwindow:5 
net accounts /lockoutduration:5 

Startup.cmd 

※ 完全にロックアウトすると誰も解除できなくなってしまう
ため、数分間後に自動的に解除されるようにしておく 

※ ブルートフォースアタックを回避することが目的 

webpicmdline /accepteula /Products:MVC3 

Startup.cmd 

※ Web Platform Installer （WebPI） については以下を参照 

http://code.msdn.microsoft.com/WebPlatformInstaller-tips-70c469c7/ 

http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx 

すべてのパッケージのインストールが Azure 上でサポートされているわけで
はないため注意すること 
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昇格特権 

－昇格特権を使った主な初期化処理の例 

 10. フォルダの ACL 変更 

 リソースドライブにテンポラリフォルダを作ってアプリケーションから利
用したい場合は、icacls コマンドを使った ACL 設定変更を行う 

 cacls コマンドはないため注意する 

 スクリプトを記述するのが難しいため、まず手作業で一回作成したも
のを icacls で表示し、これをコマンド化するとよい 

mkdir c:\ARRCache 
icacls c:\ARRCache /grant "Authenticated Users":F /T icacls c:\approot /grant "Authenticated 
Users":(OI)(CI)(IO)F /T 

Startup.cmd 

C:\>icacls "C:\ARRCache" 
C:\ARRCache Everyone:(OI)(CI)(F) 
            NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F) 
            BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F) 
            BUILTIN\Users:(OI)(CI)(R) 
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files 
 
C:\>icacls "C:\ARRCache" /grant Everyone:(OI)(CI)(F) 
processed file: C:\ARRCache 
Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files 

コマンドライン 

p.572 

昇格特権 

－昇格特権を使った主な初期化処理の例 

 11. スケジュールタスク（定期バッチ処理）の登録 

 特定ユーザで動作させたい場合や細かい設定が必要な場合には、
AT コマンドではなく schtasks コマンドを使うとよい 

 

 

 その他にも、様々なカスタマイズが可能 

 工夫次第で非常に高度なカスタマイズができるため活用するとよい 

schtasks /create /sc hourly /mo 5 /sd 03/01/2001 /tn "My App" /tr c:\apps\myapp.exe 

Startup.cmd 

（参考） schtasks コマンドの使い方 

http://www.microsoft.com/resources/documentation/win

dows/xp/all/proddocs/en-us/schtasks.mspx?mfr=true 

http://en.wikipedia.org/wiki/Schtasks 
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昇格特権 

－（注意） 昇格特権を使って行ってはならない作業 

 昇格特権を使う場合であっても、タイムゾーンの変更をして
はならない 

 現時点では、Web/Worker/VM ロールを問わず、UTC 以外のタイム
ゾーンをサポートしていない 

 一見すると動作するように見えるが、以下の 2 つの問題があること
が知られている 

 Host OS と Guest OS のタイムゾーンが異なっている場合に、DHCP ク
ライアントが IP アドレス取得に稀に失敗することがある 

 Azure のライブラリやコンポーネントが、現時点では UTC タイムゾーン
でしかテストされていない（特に何かしらのバグが見つかっているわけで
はないが、何らかの不具合に遭遇する危険性がある） 

 将来的にサポートする方向で検討されてはいるが、現時点ではスケ
ジュールは未定 

p.574 

VM ロール 

 VM ロールを使うと、アプリケーションまでが含まれた仮想マ
シンを Azure 上に展開することができる 

 Web ロールや Worker ロールでも昇格特権を使えばかなりのカスタ
マイズが可能だが、より深いカスタマイズをしたい場合もある 

 このような場合には、仮想マシンイメージそのものを自前で用意する
ことが可能な、VM ロールを使う 

 制限事項もそれなりに多いため、十分理解した上で利用すること 

ハードウェア 

ユーザ O の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

ユーザ P の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Web Role） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

ハードウェア 

ユーザ A の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

Windows Azure コンピュートサービス 

ユーザ X の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（Web Role） 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（.NET Framework） 

仮想マシン 

（Worker Role） 

仮想マシン 

（Web Role） 

ベース 

イメージ 

ユーザBの 

VMイメージ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（VM Role） 

ユーザ B の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（VM Role） 

ユーザ B の 

アプリ 

OS 

（Windows 2008） 

ランタイム／ミドル 

（ASP.NET + IIS） 

仮想マシン 

（VM Role） 

ユーザ B の 

アプリ 

アプリパッケージ 

（.cspkg） アプリケーションまで 

含まれた仮想マシン 

イメージ 
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VM ロール 

 VM ロールに関しては、以下のポイントを理解するとよい 

 内部動作アーキテクチャ 

 基本的な制限事項と注意点 

 VM ロールの適用領域 

 基本的な使い方 

 利用上の注意点 

 

 （ご注意） 本資料の解説は、CTP 版での内容に基づきます 

 今後の CTP 版や正式リリース版では仕様が変更される場合もあり
ますので、ご了承ください 

 （現状はベータプログラムの申し込みをしないと利用できない） 

p.576 

VM ロール 

－内部動作アーキテクチャ 

 VM ロールサーバは、以下のように準備し、動作させる 

 オンプレミス環境の Hyper-V 上に Windows Server 2008 R2 x64 

をインストールし、そこに Azure のドライバをインストールする 

 "VM Role Integration Components" と呼ばれる 

 Fabric Agent、ランタイムインタフェース、Azure ドライブストレージのデ
バイスドライバなどが含まれる 

 作成したイメージを sysprep した上で Azure 環境にアップロードし、
コンピュートサービスに展開する 

 Web/Worker ロールなどと組み合わせてサービスを構成することが可能 

ベース 

VHD 

Win2k8R2 x64 

インストール 

メディア 

sysprep 済み 

VHD ファイル 
Windows Azure 

VM ロール用 

VHD イメージファイル 
Windows Azure 

コンピュートサービス 

Windows Azure 環境 オンプレミス環境 
Hyper-V マシン上で 

OS イメージを作成 

1. OS インストール 

2. Azure のドライバ 

インストール 

3. アプリケーションの 

インストール 

4. sysprep /generalize 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－289 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.577 

VM ロール 

－基本的な制限事項と注意点 

 VM ロールには、以下の制限事項があることに注意する 

 OS は Windows Server 2008 R2 x64 限定 

 Windows Server 2000, 2003, 2008 はいずれも利用不可 

 このため、既存システムを VM ロールで移行したい場合には、まず既存
システムを Windows Server 2008 R2 x64 に移植する必要がある 

 OS とミドルウェアのメンテナンスについても責任を負う必要がある 

 アプリ更新、月例パッチリリースなどでいちいち仮想マシンイメージを最
新版に更新しなければならないため、非常に運用負荷が高い 

ランタイム 

／ミドル 

OS 

Web/Worker ロール 

Guest OS v1.0 

月例 

パッチ 

ランタイム 

／ミドル 

OS 

Guest OS v1.1 

月例 

パッチ 

ランタイム 

／ミドル 

OS 

Guest OS v1.2 

パッチ 

適用 

パッチ 

適用 

マ
イ

ク
ロ

ソ
フ

ト
 

ユ
ー

ザ
 

ランタイム 

／ミドル 

OS 

VM ロール 

VM イメージ v1.0 

ユーザ 

アプリ v1 

月例 

パッチ 

ランタイム 

／ミドル 

OS 

VM イメージ v1.1 

パッチ 

適用 

ユーザ 

アプリ v1 

ユーザ 

アプリ v2 

Guest OS のメンテは MS が 

行ってくれるため、ユーザ側は 

アプリのメンテナンスだけですむ 

ユーザ 

アプリ v1 

ランタイム 

／ミドル 

OS 

VM イメージ v1.2 

ユーザ 

アプリ v2 

ユ
ー

ザ
 

アプリの 

更新 

いちいちイメージを 

作り直してアップ 

するため運用が大変 

p.578 

VM ロール 

－基本的な制限事項と注意点 

 VM ロールのサーバもステートレス設計が必要になる 

 ハード障害、インスタンス数増減、ホスト OS メンテナンスなどにより、
サーバインスタンスが再イメージされることがある 

 このため、VM ロールのサーバもステートレス設計が必要 

 すなわち、SQL Server や Oracle などのデータベースサーバをホストす
ることが、実態として非常に困難 

 現状では SQL Server on VM Role は非サポート 

 参考） http://support.microsoft.com/kb/956893 

 オンプレミス環境のライセンスを持ち込むことができない 

 例えば、オンプレミス環境の Windows Server 2008 R2 のライセンスを
持っていても、VM ロールの利用料金は安くはならない 

 VM ロールの各インスタンスは Azure 環境内にある KMS サーバにより
ライセンス認証される 

 （参考＆注意） 昇格特権や VM ロールを使って、マイクロソフト製品など
を Azure 環境にインストールする際は、ライセンスに注意すること 
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VM ロール 

－基本的な制限事項と注意点 

 VM ロールもサービスモデルによる制約を受ける 

 VM ロールのサーバは、サービスモデルの中に組み込まれて展開される 

 このため、Web/Worker ロール同様の制約を受けることに注意が必要 

 例） SLA 99.9% には 2 インスタンスが必要、など 

Worker Role Web Role 

VM Role 

内
 

内 外 

外 

内
 

MCS.Japan.CloudSystem 

パブリック 

IP アドレス 

パブリック 

IP アドレス 
HTTP ポート 80 

オンプレミス環境 

Azure Virtual 

Network 

個人情報 

など 

TCP ポート 81 
HTTP ローカル 

ポート 80 

TCP ローカル 

ポート 5001 

TCP ローカル 

ポート 5002 

HTTP ローカル 

ポート 80 

HTTP ローカル 

ポート 80 

HTTP-REST 

TCP 1433 

インターネット上の 

サーバ 

Windows Azure 

ストレージサービス 

SQL Azure 

データベースサービス 

• 外部 IP アドレスは 

ひとつのみ付与 

• 外部ポートは最大 5 

• UDP 不可 

• 外部への通信では 

唯一のパブリック 

IP が使われる 

• Azure Connect では 

サーバ間 1:1 通信しか 

できない • サーバ間通信には Internal  

Endpoint 定義が必要 

• UDP 通信不可 

p.580 

VM ロール 

－基本的な制限事項と注意点 

 VM ロールでは Windows Update を使ってはいけない 

 Web/Worker ロールと異なり、VM ロールでは Windows Update を利用
できてしまうが、これは行ってはならない 

 理由は以下の 3 つ 

 ファブリックコントローラによるインスタンス制御に支障が出る 

 スタートアップとシャットダウン時に Windows Update がソフトウェアを
インストールする際は、インストールプロセスが排他的に動作 

 これがエージェントとファブリックの通信を阻害するが、10 分以上この
状態が続くと、マシンを異常とみなしてイメージを再作成してしまう 

 多くの Windows Update は 10 分以下で終了するが、必ずしもこれは
保障できない 

 Windows Update が同時に各マシンに適用される危険性がある 

 Windows Update の適用には Update Domain という考え方がない 

 オンプレでは WSUS などで制御するが、Azure ではこれができない 

 イメージ再作成時の起動時間が長時間化する恐れがある 

 これらの理由により、VM ロールでは Windows Update の自動適用を
オフにする必要がある（→ 指定方法は後述） 
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VM ロール 

－VM ロールの適用領域 

 以上のような制限事項を加味すると、VM ロールの適用領域
は以下のようになる 

 特殊なインストールを必要とするアプリやミドルがある場合 

 昇格特権によるインストールが長時間になる場合 

 インストールに対話型処理を必要とする場合 

 非常に複雑なインストールや多数のインストールが必要になる場合 

 ドライブ構成やドライブレターの変更や固定が必要になる場合 

 アンチウィルスソフトや IDS/IPS を 

乗せる必要がある場合 

 VM ロールを使ったからといって 

既存のシステムを P2V のように 

お手軽に Azure 上に乗せられる 

というわけではないことに注意！ 

Web ロール 

+ 昇格特権 

Web ロール 

VM ロール 

Worker ロール 

+ 昇格特権 

Worker ロール 

自
由

度
高

 
自

由
度

低
 

保
守

コ
ス

ト
高

 
保

守
コ

ス
ト

低
 

p.582 

VM ロール 

－基本的な使い方 

 VM ロールを使う基本的な流れは以下の通り 

 1. イメージ作成用の環境の準備 

 イメージ作成用マシンのセットアップ 

 2. イメージの作成 

 Windows 2008 R2 x64 のインストールとセットアップ 

 VM Role Integration Components のインストール 

 unattend.xml ファイルの書き換え 

 アプリケーションのインストール 

 sysprep によるイメージ準備 

 3. イメージのアップロード 

 csupload.exe によるアップロードの実施 

 4. 仮想マシンの展開 

 Visual Studio によるパッケージの作成と配置 

※ （注意） 一連のセットアップ作業で 

 Hyper-V のスナップショット機能を 

 使う場合には、注意が必要 

 ここでは、まずスナップショット機能を 

 一切使わないで作業を進める場合を 

 説明する 
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VM ロール 

－基本的な使い方 

 1. イメージ作成用の環境の準備 

 イメージを作成するには、Hyper-V が利用できるマシンが必要 

 以下のような環境を構築するとよい 

 テスト目的であれば、これらのマシンはまとめてしまっても構わない 

 実際のシステムの場合には、イメージ作成・保守用サーバは分けておい
たほうが何かと都合がよい 

 マシンの準備ができたら、イメージ作成・保守用サーバを使って、VM 

ロールの仮想マシンのイメージを作成する 

（参考） VM ロール用レジストリパッチについて 

現状の Windows Azure Tools for Visual Studio では、レジストリにエントリを立てないと、メニュー画面上に "VM Role" が出
てこないようになっている。このため、以下のレジストリを追加することを推奨。（ダウンロードも可能） 

• 64ビット 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows Azure Tools for Microsoft Visual 

Studio 2010\1.0] 

"VirtualMachineRoleEnabled"=dword:00000001 

（http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=206860） 

• 32ビット 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio 2010\1.0] 

"VirtualMachineRoleEnabled"=dword:00000001 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=205313 

開発用端末 イメージ作成・保守用サーバ 

• 用途 

パッケージファイルを作成・展開 

• インストールするソフト 

Windows 7 

Visual Studio 2010 

Windows Azure Tools for Visual Studio 

VM ロール用レジストリパッチ 

Service Management API 証明書 

• 用途 

仮想マシンイメージの作成・保守 

仮想マシンイメージのアップロード 

• ホスト OS にインストールするソフト 

Windows Server 2008 R2 x64 

Windows Azure SDK 

Service Management API 証明書 

※ 64 ビット機、Hyper-V が動作すること 

（ふだん使っている開発用 

 端末でよい、32 ビット可） 

p.584 

VM ロール 

－基本的な使い方 

 2. イメージの作成 

 ① Windows Server 2008 R2 x64 のインストールとセットアップ 

 任意のメディアを利用してサーバをフルセットアップする 

 通常は Select/MSDN からダウンロード入手できる VL 版を利用する 

 リテール版や評価版を使っても構わない（が、VL 版の方がライセンス認証
の都合上便利） 

 通常は、Enterprise, Full インストールを行う 

 日本語版のメディアを利用しても構わない 

 現時点でのサポートポリシーは決まっていないが、検証レベルであれば特に
問題なく動作する 

 最大 VHD サイズを、利用する VM サイズに合わせて設定する 

 Extra Small 15GB（15,360MB） 

 Small 35GB（35,840MB） 

 Medium, Large, Extra Large 65GB（66,560MB） 

 メモリについては適当に仮設定する 

 最終的には、運用環境に展開する際 VM サイズに基づいて自動設定される 

マシン名は任意だが、最終的には Azure の 

サービスモデルに組み込まれるため、ロール名に 

しておくとよい（例：VMRole1 など） 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－293 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.585 

VM ロール 

－基本的な使い方 

 Administrator パスワードは適当に設定する 

 後に行う sysprep にて削除されるため、Azure 環境には引き継がれない 

 OS が起動したら、必ず以下の作業を行う 

 Windows Update の適用 

 .NET Framework 3.5.1 の有効化 

 以下の作業は実施してもしなくてもよい 

 ライセンス認証 

 仮想マシンのイメージを長期的にメンテナンスし続ける場合には、ライ
センス認証をしておくことを推奨 

 短期的なテスト目的であれば、特にしなくてもよい 

 コンピュータ名やドメイン名の設定 

 後に行う sysprep で削除されるため、Azure 環境には引き継がれない 

 リモートデスクトップの有効化 

 以降の作業の都合上、有効化しておくと便利 

 しかし Azure 環境でリモートデスクトップを使うためには、サービス構
成設定ファイルなどでの設定が別途必要になる 

p.586 

VM ロール 

－基本的な使い方 

 ② VM Role Integration Components のインストール 

 初期設定後、VM Role Integration Components をインストールする 

 C:\Program Files\Windows Azure SDK\v1.4\iso\wavmroleic.iso 

 インストール中に管理者用パスワードを聞かれるため、入力する 

 C:\unattend.xml ファイル中に平文で保存される 

 インストール後、再起動 

 これにより、以下のようなものがインストールされる 

 Fabric Agent 

 ランタイムインタフェース 

 トポロジ変更通知、構成設定 

変更通知、シャットダウン要求 

通知など 

 リモートデスクトップ構成ソフト 

 Azure ドライブストレージのドライバ 
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VM ロール 

－基本的な使い方 

 ③ unattend.xml ファイルの書き換え 

 C:\ 直下に作成される、unattend.xml ファイルを書き換える 

 このファイルに従って、Initializing フェーズのみにセットアップ処理が実施 

 ロケール情報のみを書き換える 

 タイムゾーンや Windows Update 設定は書き換えてはならない 

【書き換えるとよい場所】 

• 4 つのロケール情報 

◎ en-us → ja-jp に変更 

【書き換えてはいけない場所】 

• タイムゾーン 

× UTC → Tokyo Time Zone 

• Windows Update （ProtectYourPC） 

× 3 → 1 

• 現時点では、任意のタイムゾーンは 

サポートしていない 

• VM Role では Windows Update を 

使ってはならない（前述） 

p.588 

VM ロール 

－基本的な使い方 

 ④ アプリケーションのインストール 

 アプリケーションやミドルウェアを当該マシンにインストールし、セットアッ
プを行う 

 主な作業としては、以下のようなものがある 

 IIS のセットアップ 

 .NET Framework 4.0 のセットアップ 

 ユーザアプリケーションのセットアップ 

 Windows Azure Virtual Network （Azure Connect）のセットアップ 

 VM Role Adapter のセットアップ 

 WAD （Windows Azure Diagnostics）のセットアップ 

 HTTPS 証明書のセットアップ 

 以上のインストール作業が終わったら、いったんマシンをシャットダウン
し、.vhd ファイルをコピー（バックアップ）しておく 

 sysprep 前のマシンイメージを保持しておくため 

 詳細 → 後述 

注意すべき点が 

いくつかある 

→ 後述 

sysprep 前のマシン 

イメージをとっておく 
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VM ロール 

－基本的な使い方 

 ⑤ sysprep によるイメージ準備 

 マシンを再起動し、sysprep を行う 

 OOBE, generalize オプション、C:\unattend.xml ファイルを利用する 

 以下のコマンドにより、いったんマシンがシャットダウンする 

 

 

 （参考） .avhd ファイル（スナップショットファイル）を使った場合 

 .avhd ファイルは、Azure 環境ではサポートされていない 

 ここまでの作業で、Hyper-V のスナップショットファイル機能を使っている
場合には、仮想ハードディスクの編集ウィザードを使って結合すること 

%windir%\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe /generalize /shutdown /unattend:c:\unattend.xml 

コマンドライン 

p.590 

VM ロール 

－基本的な使い方 

 3. イメージのアップロード 

 ホスト OS 上にて csupload.exe コマンドを使って、作成された .vhd 

ファイルをアップロードする 

 接続情報として、サブスクリプション ID と、Service Management API 

の証明書の拇印が必要（ポータルサイトから確認が可能） 

 アップロード先として、Location か AffinityGroup のいずれかを指定 

 -Location "East asia" または -AffinityGroup nakamaAffinity など 

 ローカルの .vhd ファイル名と、アップロード後の .vhd ファイル名を指定 

 -LiteralPath : ローカルの .vhd ファイル名を指定 

 -Name : Azure 上での .vhd ファイル名を指定 

 -Name については、以下の 2 つを意識しておく必要がある 

 Blob の命名規約（例：アンダースコアは利用不可など） 

 バージョン管理（詳細は後述） 

 csupload Add-VMImage -Connection "SubscriptionID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx;CertificateThumbprint=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" -LiteralPath D:\Hyper-
V\VMRole1\VMRole1.vhd -Name VMRole1-20110414-01.vhd -Location "Southeast asia" 

コマンドライン 
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VM ロール 

－基本的な使い方 

 イメージのアップロードには、約  

20～60 分程度かかる 

 アップロード先のデータセンタや 

ネットワーク帯域によって変化 

 例） 35Mbps で 10GB の圧縮 

イメージを転送すると、約 38  

分かかる 

 圧縮した上でアップロードされ、 

圧縮された状態で専用ストレー 

ジに格納 

 アップロードが終了すると、ポータルサイト上にてコミット状態になる 

• 課金に関しては、アップロード時の 

ネットワーク転送と、保存用のスト 

レージの両方についてかかる 

• ストレージについては通常の Blob  

とは分けて取り扱われ、明細上は 

"Image Repository" と表記される 

p.592 

VM ロール 

－基本的な使い方 

 4. 仮想マシンの展開 

 Visual Studio からサービスパッケージファイルを作成して展開する 

 他の Web ロールや Worker ロールに束ねて展開してももちろん OK 

 VM ロールサーバに関しても、以下のような点は設定が必要 

 VM サイズ、インスタンス数 

 エンドポイント設定 

 リモートデスクトップ 

 WAD 接続文字列 

 以上により、VM ロールが動作する 
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VM ロール 

－利用上の注意点 

 基本的な使い方は以上だが、実際の利用にあたっては以下
の点に注意する 

 1. VHD ファイルの世代管理方法 

 2. 差分 VHD ファイルの利用 

 3. Windows Azure Connect の利用 

 4. VM Role Adapter の作り方と利用方法 

 5. WAD （Windows Azure Diagnostics）の利用 

 6. IIS 用 SSL 証明書のセットアップ 

 7. Windows ファイアウォールの設定 

p.594 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 1. VHD ファイルの世代管理 

 VM ロールでは、OS・ミドル・ユーザアプリすべてを含んだ仮想マシン
イメージを自前で保守する必要がある 

 この際の .vhd ファイルのリリースをスムーズに行う必要がある 

 このメンテナンスをうまく行うには、sysprep 前に .vhd のバックアップを
取るようにすることが重要（mini-setup を避けるため） 

 下図のような、.vhd ファイルの取り回しルールを決めておくとよい 

ランタイム 

／ミドル 

OS 

VM イメージ v1.0 

（20110414-01） 

ユーザ 

アプリ v1 

月例 

パッチ 

ランタイム 

／ミドル 

OS 

VM イメージ v1.1 

（20110420-01） 

パッチ 

適用 

ユーザ 

アプリ v1 

ランタイム 

／ミドル 

OS 

VM イメージ v1.2 

（20110425-01） 

ユーザ 

アプリ v2 

アプリの 

更新 

VMRole1.vhd 

アプリ 

インストール 

ミドルウェア 

インストール 

VMRole1-コピー.vhd 

sysprep 

sysprep 直前に 

.vhd をバックアップ 

VMRole1-20110414-01.vhd 

sysprep 後、 

Azure 環境へ 

アップロード 

削除または 

アーカイブ 

ファイル名を 

変更 

VMRole1.vhd 

月例パッチ 

適用 

VMRole1-コピー.vhd 

sysprep 直前に 

.vhd をバックアップ 

sysprep 

VMRole1-20110420-01.vhd 

sysprep 後、 

Azure 環境へ 

アップロード 

削除または 

アーカイブ 

ファイル名を 

変更 

VMRole1.vhd 

VMRole1-コピー.vhd 

sysprep 直前に 

.vhd をバックアップ 

sysprep 

VMRole1-20110425-01.vhd 

sysprep 後、 

Azure 環境へ 

アップロード 

削除または 

アーカイブ 
アプリの 

更新 

VM Image 

Repository 
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VM ロール 

－利用上の注意点 

 2. 差分 VHD ファイルの利用 

 差分 VHD ファイルを利用すると、時間やコストを多少削減できる 

 前述の例において、毎回 VHD ファイルをアップロードするのは大変 

 VM ロールの VHD ファイルでは、一階層（親子）の差分 VHD ファイル
がサポートされているため、これを利用すると多少はラクになる 

 具体的には、下図のようにする 

 初回の sysprep 前をベースラインとし、以降の作業を差分ディスクで行う 

VMRole1.vhd 

アプリ 

インストール 

ミドルウェア 

インストール 

VMRole1-コピー.vhd 

sysprep 

sysprep 直前に 

.vhd をバックアップ 

VMRole1-20110414-01.vhd 

sysprep 後、 

Azure 環境へ 

アップロード 

削除または 

アーカイブ 

ファイル名を 

変更 

VMRole1 

.vhd 

月例パッチ 

適用 

VMRole1-コピー.vhd 

sysprep 直前に 

.vhd をバックアップ 

sysprep 

VMRole1-20110420-01.vhd 

sysprep 後、 

Azure 環境へ 

アップロード 

削除または 

アーカイブ 

ファイル名を 

変更 

VM Image 

Repository 

sysprep されて 

いないイメージを 

Azure 環境へ 

アップロード 

VMRole1-Baseline.vhd 

差分 VHD を 

作成 

VMRole1 

.vhd 

この時点で、ベースライン 

イメージについては 

読み取り専用にする 

ことを推奨 

シャット 

ダウン 

ファイルを 

リネーム 

VMRole1- 

Baseline.vhd 

VMRole1 

.vhd 

サイズ小 サイズ小 

（注意） 差分 VHD ファイルは慣れないと非常に 

作業ミスをしやすいため、十分に注意しながら 

作業を行うようにすること 

（参考） 実際には差分 VHD もそれなりのサイズ 

になる（極端にサイズを削れるわけではないため、 

過度に期待しないようにすること） 

p.596 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 2. 差分 VHD ファイルの利用（続き） 

 差分 VHD は以下のようにして使う 

 ① 初回にアップロードするイメージを作成したら、sysprep 前に一度
シャットダウンしてリネームする 

 例） VMRole1-Baseline.vhd にリネームし、ファイルを読み取り専用にする 

 このイメージを親イメージとして Azure にアップロードする（コマンドは後述） 

 ② Hyper-V マネージャから、仮想マシンの HDD を差分ディスクに変更 

 マシンの編集を行い、新規の差分仮想ハードディスクを作成して割り当てる 

 ①で作成した VHD を、親 VHD ファイルとして利用する 

• 仮想マシンの「設定」を行う 

• 仮想ハードディスクファイルとして「新規」を選択 

• 「差分ディスク」を作成 

• 仮想ハードディスクファイル名＝"VMRole1.vhd" 

• 親ハードディスクファイル名＝"VMRole1-Baseline.vhd" 
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VM ロール 

－利用上の注意点 

 ③ sysprep 前に、差分 HDD ファイルをコピーしてバックアップしておく 

 VMRole1.vhd （差分ファイル）をコピーしておく 

 ④ 仮想マシンを起動して sysprep を実施し、Azure にアップロードする 

 子イメージとなるファイルを作成し、Azure 環境にアップロードする 

 アップロード後、親子関係を設定する（コマンドは後述） 

 ⑤ ④のファイルを退避し、③のファイルを VMRole1.vhd にリネームする 

 ④のファイルを VMRole1-20110414-01.vhd などにリネームし、コピーした
③のファイルを VMRole1.vhd に戻す 

 これにより、sysprep 前のマシンイメージに戻す 

 ⑥ マシンを起動し、各種のメンテナンスを行う 

 OS パッチ当てやアプリケーションのアップデートを行う 

 作業が終わったら、③に戻る 

最新のイメージ（未 sysprep） 

Azure 環境にリリースした OS イメージ 

（sysprep 済み） 

ベースラインイメージ（未 sysprep） 

p.598 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 2. 差分 VHD ファイルの利用（続き） 

 差分 VHD ファイルのアップロードは、以下のように行う 

 親 VHD ファイルのアップロード 

 子 VHD ファイルのアップロード 

 親子関係の設定 

 設定が完了すると、ポータルサイトで入れ子表示される 
■ 親 VHD ファイルのアップロード 
csupload Add-VMImage -Connection "SubscriptionID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx;CertificateThumbprint=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" -LiteralPath D:\Hyper-
V\VMRole1\VMRole1-Baseline.vhd -Name VMRole1-Baseline.vhd -Location "Southeast asia" 
 
■ 子 VHD ファイルのアップロード 
csupload Add-VMImage -Connection "SubscriptionID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx;CertificateThumbprint=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" -LiteralPath D:\Hyper-
V\VMRole1\VMRole1-20110414-01.vhd -Name VMRole1-20110414-01.vhd -Location "Southeast asia" 
 
■ 親子関係の設定 
csupload Set-Parent -Connection "SubscriptionID=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxxxxxx;CertificateThumbprint=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" -Child VMRole1-20110414-
01.vhd -Parent VMRole1-Baseline.vhd 
 

コマンドライン 
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VM ロール 

－利用上の注意点 

 2. 差分 VHD ファイルの利用（続き） 

 差分 VHD を使う場合、OS のイメージとしては子 VHD ファイルを単
独で指定するだけでよい 

 親 VHD ファイルを指定する必要はない 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ServiceConfiguration serviceName="VMRoleSample" ... > 
  <Role name="VMRole1"> 
    <Instances count="1" /> 
    <OsImage href="VMRole1-20110414-01.vhd" /> 
  </Role> 
</ServiceConfiguration> 

*.cscfg 

p.600 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 2. 差分 VHD ファイルの利用（続き） 

 差分 HDD を使って VM ロールのサーバを更新していくと、以下のよ
うになる 

 適当なタイミングで、（使わなくなった）仮想マシンイメージを破棄して
いくとよい 
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VM ロール 

－利用上の注意点 

 3. Windows Azure Connect の利用 

 Windows Azure Connect は VM ロールサーバでも利用することが
できるが、あくまでサーバとしての参加になる 

 このため、クライアント用のエージェントをインストールしてはいけない 

 VM Role IC の .iso 内のテキストファイルに書かれている URL からファ
イルをダウンロードし、インストールする 

 VM ロールサーバで Azure Connect を使いたい場合には、サービス
の構成設定でアクティベーショントークンを指定する 

p.602 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 3. Windows Azure Connect の利用（続き） 

VMRole1 

Windows Azure 

WebRole1 

オンプレミス 

DbGroup1 OpsGroup1 

VM Role でも 

取り扱いは 

特に変わらない 
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VM ロール 

－利用上の注意点 

 4. VM Role Adapter の作り方と利用方法 

 VM ロールサーバでスタートアップ処理を行いたい場合は、Windows 

サービスとして作り込む必要がある 

 RoleEntryPoint.OnStart() メソッドやスタートアップコマンドを使った起動
処理を使うことはできないため、Windows サービスで代替する 

 "VM Role Adapter" と呼ばれる（実態は普通の Windows サービス） 

 開発に関していくつか気をつけるべき点があるため、ここで解説する 

 具体的な作り方は以下の通り 

 ① Windows サービスプロジェクトの作成 

 ② 起動処理の記述 

 ③ サービスインストーラの設定 

 ④ VM ロールイメージへの組み込み 

p.604 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 4. VM Role Adapter の作り方と利用方法（続き） 

 ① Windows サービスプロジェクトの作成 

 プロジェクトプロパティを開き、以下の 2 点を設定 

 ターゲットフレームワークを .NET Framework 3.5 に変更 

 プラットフォームターゲットを Any CPU に変更 

 Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime などに参照設定を行う 

 サービスを適当にリネームし、コードを開く 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－303 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.605 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 4. VM Role Adapter の作り方と利用方法（続き） 

 ② 起動処理の記述 

 サービスクラスに、OnStart() メソッドなどを作り込む 

protected override void OnStart(string[] args) 
{ 
    if (RoleEnvironment.IsAvailable == false) throw new ApplicationException("Azure 環境ではありません。"); 
    EventLog.WriteEntry("VMRoleAdapter.AdapterService.OnStart() が呼び出されました。" +  
  RoleEnvironment.CurrentRoleInstance.Id, EventLogEntryType.Information); 
    RoleEnvironment.StatusCheck += (sender, e) => 
    { 
        EventLog.WriteEntry("VMRoleAdapter.AdapterService : StatusCheck イベントを受け取りました。インスタンス = "  
 + RoleEnvironment.CurrentRoleInstance.Id, EventLogEntryType.Information); 
    }; 
} 
protected override void OnStop() 
{ 
    EventLog.WriteEntry("VMRoleAdapter.AdapterService.OnStop() が呼び出されました。",  
      EventLogEntryType.Information); 
} 
protected override void OnShutdown() 
{ 
    EventLog.WriteEntry("VMRoleAdapter.AdapterService.OnShutdown() が呼び出されました。",  
      EventLogEntryType.Information); 
} 
 

C# 

p.606 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 4. VM Role Adapter の作り方と利用方法（続き） 

 ③ サービスインストーラの設定 

 サービスのデザイン画面を右クリックし、インストーラーを追加する 

 これにより、サービスをインストールする際の各種の設定を保持することが
できる ProjectInstaller.cs クラスが追加される 

 以下のプロパティを設定する（特に以下に注意する） 

 動作アカウント → 管理者アカウントにしないと、Azure の情報を取れない 

 サービス起動順序 → 設定しないと、OnStart() 内で RoleEnvironment クラ
スにアクセスした際に、Azure の情報を取れない（初期化前と言われる） 

オブジェクト プロパティ 設定値 備考 

serviceProcessIn
staller1 

Account LocalSystem 管理者アカウントでないと RoleEnvironment クラスにアクセスできない
ため 

serviceInstaller1 Description VM Role Startup 
Service 

コントロールパネルのサービス管理上での説明文（未設定でも OK） 

DisplayName VM Role Adapter コントロールパネルのサービス管理上での表示名 

ServiceName VMRoleAdapter 内部管理上の名称 

StartType Automatic サービスを自動起動にする 

ServiceDependedOn WaAgentHelper Windows Azure ヘルパーサービスが起動してからこのサービスを起動
させる 
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VM ロール 

－利用上の注意点 

 4. VM Role Adapter の作り方と利用方法（続き） 

 ④ VM ロールイメージへの組み込み 

 ビルドしたアプリケーションを、VM ロールのマシンの適当なフォルダにコ
ピーする（例：C:\VMRole\VMRoleAdapter など） 

 InstallUtil.exe を使って、これを 

Windows サービスとしてインス 

トールする 

 インストール後、サービス一覧を 

表示し、正しくインストールされた 

ことを確認する 

 この状態で VM イメージを作成し 

Azure 環境に展開する 

■ サービスをインストールするとき 
%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\installutil VMRoleAdapter.exe 
 
■ サービスをアンインストールするとき 
%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\installutil /u VMRoleAdapter.exe 
 

コマンドライン 

p.608 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 5. WAD （Windows Azure Diagnostics）の利用 

 WAD を利用するには、以下のいずれかの方法を利用する 

 起動処理を VM Role Adapter のスタートアップ処理の中に記述する 

 構成設定ファイルを利用する 

 構成設定ファイルを利用する場合には、以下のフォルダに 

diagnostics.wadcfg ファイルを配置する 

 C:\Program Files\Windows Azure Integration 

Components\v1.4\Diagnostics 

 デフォルト状態では以下の通りになっているため、修正が必要 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<DiagnosticMonitorConfiguration  
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2010/10/DiagnosticsConfiguration" 
  configurationChangePollInterval="PT5M" 
  overallQuotaInMB="4096"> 
  <DiagnosticInfrastructureLogs /> 
  <Logs /> 
</DiagnosticMonitorConfiguration> 

diagnostics.wadcfg 
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VM ロール 

－利用上の注意点 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<DiagnosticMonitorConfiguration xmlns="http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2010/10/DiagnosticsConfiguration" 
configurationChangePollInterval="PT5M" overallQuotaInMB="1005"> 
 
  <PerformanceCounters scheduledTransferPeriod="PT5M"> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\Processor(_Total)\% Processor Time" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\Memory\Available Mbytes" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\TCPv4\Connections Established" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\ASP.NET Applications(__Total__)\Requests/Sec" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\Network Interface(*)\Bytes Received/sec" sampleRate="PT5M" /> 
    <PerformanceCounterConfiguration counterSpecifier="\Network Interface(*)\Bytes Sent/sec" sampleRate="PT5M" /> 
  </PerformanceCounters> 
 
  <WindowsEventLog scheduledTransferPeriod="PT1M" scheduledTransferLogLevelFilter="Information"> 
    <DataSource name="System!*" /> 
    <DataSource name="Application!*" /> 
  </WindowsEventLog> 
 
  <Directories scheduledTransferPeriod="PT10M"> 
    <CrashDumps container="wad-crash-dumps" /> 
    <IISLogs container="wad-iis-logfiles" /> 
  </Directories> 
 
  <Logs scheduledTransferLogLevelFilter="Warning" scheduledTransferPeriod="PT1M" /> 
 
  <DiagnosticInfrastructureLogs scheduledTransferLogLevelFilter="Error" scheduledTransferPeriod="PT1M" /> 
   
</DiagnosticMonitorConfiguration> 
 

diagnostics.wadcfg 

要注意！ 

p.610 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 5. WAD （Windows Azure Diagnostics）の利用 

 注意！ VM ロールで WAD を利用する場合、以下の 3 つのログファ
イルの取り扱いについては注意が必要 

 CrashDumps, FailedRequestLogs, IISLogs 

 これらの設定は、既定で参照するフォルダが、実際にデータが出力され
るフォルダとはずれる 

 例） IISLogs → C:\Resources\DiagnosticStore\LogFiles 下にログファイル
が出力されるものとして、ログの転送を試みている 

 （参考） 各設定がどのフォルダを参照しているかは、wad-control-container 

下に出力される設定ファイルで確認することが可能 

 このため、例えば IIS ログの場合、 

IIS ログの出力先をこのフォルダへ 

と変更しないと、WAD が IIS ログを 

転送することができない 

 VM Role Adapter の初期化処理 

でログ出力フォルダを変更する 
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VM ロール 

－利用上の注意点 

 5. WAD （Windows Azure Diagnostics）の利用 

 具体例） VM ロール上での IIS ログの WAD による転送 

 OnStart() メソッド内で、Microsoft.Web.Administration.dll を使って構成
設定変更を行う 

 以下のようなコードを使うことで、ログの出力先を変更するとともに、1 時
間単位でログファイルをロールオーバさせることができるようになる 

 FREB ログなども同様に設定変更すればよい 

protected override void OnStart(string[] args) 
{ 
    if (RoleEnvironment.IsAvailable == false) throw new ApplicationException("Azure 環境ではありません。
"); 
 
    ServerManager serverManager = new ServerManager(); 
    // IIS ログの設定 
    serverManager.Sites["Default Web Site"].LogFile.Period = LoggingRolloverPeriod.Hourly; 
    serverManager.Sites["Default Web Site"].LogFile.Directory = @"C:\Resources\DiagnosticStore\LogFiles"; 
             
    serverManager.CommitChanges(); 
} 

C# 

p.612 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 6. IIS 用 SSL 証明書のセットアップ 

 IIS で利用する SSL 証明書は、sysprep で無効化されてしまう 

 sysprep は既存アカウントの SID をすべて変更するが、この際、アカウ
ントに紐づいたプライベートキーとの関係が崩れてしまう 

 このため、VM ロールイメージに SSL 証明書を組み込んでおくことがで
きない 

 VM ロールの IIS で SSL を使うには、以下のようにする必要がある 

 HTTPS 証明書を組み込んだ形でイメージを作成し、VM Role Adapter 

のスタートアップ処理で削除してから秘密鍵付き証明書を再インストール 

 HTTPS 証明書を組み込まずにイメージを作成し、ポータルサイトから配
布した秘密鍵付き証明書を VM Role Adapter でインストール 

 ここでは後者の方法を解説する 

 前者の方法だと、フラットファイルの形で秘密鍵付き証明書をイメージに
含めておく必要がある（あまりセキュリティ的に望ましくない） 

 後者の方法は、Web ロールなどの方法に近いため、こちらが便利 



#451 Windows Azure 上での Web アプリケーション開発 

－307 － 

MCS Visual Studio 2010 Workshop － #451 Windows Azure Application Development 
© 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved. / Microsoft Consulting Services Japan 

p.613 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 6. IIS 用 SSL 証明書のセットアップ（続き） 

 具体的な設定手順は以下の通り 

 ① イメージ作成時にサイトを HTTP のみで構成しておく 

 ② 秘密鍵付き SSL 証明書をポータルサイトから登録する 

 ③ VM Role Adapter で SSL 証明書の登録処理を記述する 

 ④ VM ロールの構成設定を行う 

 具体例として、VM ロール上に右図のような 

サイトを構成し、Default Web Site 下に対し 

て SSL を適用する場合について解説する 

SSL 適用 

① まずは HTTPS をバインドせず、 

  HTTP バインドのみにしておく 

p.614 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 6. IIS 用 SSL 証明書のセットアップ（続き） 
② ポータルサイトから SSL 用のサーバ証明書を 

  登録しておく（※ ここではテスト用の SSL  

  証明書を用いているが、実際には本番用の 

  SSL 証明書を登録） 

// SSL 証明書の設定 
string certHashStr = "847D16DEDAC8D97FB0F8E922372DD19991009DBA"; 
if (certHashStr.Length != 40) throw new ApplicationException("証明書ハッシュが正しくありません。" + certHashStr); 
byte[] certHash = new byte[certHashStr.Length / 2]; 
for (int i = 0; i < certHash.Length; i++) certHash[i] = Convert.ToByte(certHashStr.Substring(i * 2, 2), 16); 
 
ServerManager serverManager = new ServerManager(); 
Binding b = serverManager.Sites["Default Web Site"].Bindings.Where(temp => temp.BindingInformation == 
"*:443:").FirstOrDefault(); 
if (b != null) serverManager.Sites["Default Web Site"].Bindings.Remove(b); 
serverManager.Sites["Default Web Site"].Bindings.Add("*:443:", certHash, "My"); 
 
// サーバ全体に対して SSL を設定したい場合には、以下を指定する 
// Configuration config = serverManager.GetApplicationHostConfiguration(); 
// サーバの一部に対して SSL を設定したい場合 
var config = serverManager.GetWebConfiguration("Default Web Site", "/"); 
ConfigurationSection accessSection = config.GetSection("system.webServer/security/access");  
// ↑ 特定 location path だけかけたい場合は、第二引数を指定するか GetWebConfiguration() で指定する 
accessSection["sslFlags"] = @"Ssl"; 
 

C# 

③ VM Role Adapter の OnStart() メソッドに 

  SSL 証明書のインポートと、SSL 設定の 

  コードを追加する 

 （Microsoft.Web.Administration.dllを利用） 

ポータルに登録した SSL 証明書の拇印を指定 

（ポータルサイトから確認可能） 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ServiceDefinition name="VMRoleSample" ... > 
  <VirtualMachineRole name="VMRole1"> 
    <Endpoints> 
      <InputEndpoint name="Endpoint1" protocol="http" port="80" localPort="80" /> 
      <InputEndpoint name="Endpoint2" protocol="http" port="443" localPort="443" /> 
    </Endpoints> 
    <Certificates> 
      <Certificate name="Certificate1" storeLocation="LocalMachine" storeName="My" /> 
    </Certificates> 
  </VirtualMachineRole> 
 

*.csdef 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ServiceConfiguration serviceName="VMRoleSample" ... > 
  <Role name="VMRole1"> 
    <Instances count="3" /> 
    ... 
    <Certificates> 
      <Certificate name="Certificate1" thumbprint="847D16DEDAC8D97FB0F8E922372DD19991009DBA" 
thumbprintAlgorithm="sha1" /> 
    </Certificates> 
  </Role> 
</ServiceConfiguration> 

*.cscfg 

④ サービス定義ファイルとサービス構成設定ファイルの設定 

• エンドポイントは、GUI から設定が可能だが、証明書は 

GUI から設定できないため、ファイルを直接編集する 

• HTTPS 用のエンドポイントについては、public=443,  

private=443 を設定（プロトコルは HTTP, TCP どちらでも 

構わない、また SSL 証明書の指定は不要） 

p.616 

VM ロール 

－利用上の注意点 

 7. Windows ファイアウォールの設定 

 VM ロールを利用する場合、Windows ファイアウォールの設定緩和
は自力で行う必要がある 

 Web ロールや Worker ロールでは、Windows ファイアウォールの設定
緩和は、エンドポイント構成により自動的に行われる 

 VM ロールではこれが自動的に行われないため、自力で行う必要がある 

 具体的には以下のような場合には、手作業での設定が必要 

 IIS で 80, 443 以外のポートを利用する場合 

 内部通信用に 8080 ポートで IIS のサイトを起動する場合 

 このような場合には、8080 ポートの開放が必要 

 J2EE サーバを独自にホストする場合 

 IIS の場合には、インストール時に自動的にファイアウォール緩和が行われ
るが、J2EE サーバでは自力で緩和しなければならないものが多い 
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Windows Azure への既存システムの移行 まとめ 

 Full IIS 機能を使うと、1 つの Web ロールサーバで複数の 

Web アプリケーションをホストすることができる 

 すでに完成した Web アプリケーションを、1 つの Web ロールサーバ
にまとめて展開することができるようになる 

 

 昇格特権を利用すると、Web ロールや Worker ロールの
サーバに様々なカスタマイズを加えることができる 

 管理者特権を使って、様々な修正を加えたりすることができる 

 

 VM ロールを利用すると、Guest OS のイメージを高度にカ
スタマイズすることができる 

 Windows Azure コンピュートサービスの一般的な制約は受けるが、
仮想マシンイメージを高度にカスタマイズできるようになる 

まとめ 

Summary 
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Windows Azure プラットフォームによるアプリケーショ
ン開発 まとめ 

 Windows Azure プラットフォームを使うと、非常に広範なア
プリケーションを載せることが可能 

 Windows Azure コンピュートサービス、Windows Azure ストレージ
サービス、SQL Azure データベースサービスなどを活用 

 Full IIS や昇格特権、VM Role などを使うことで、さらに広範なアプリ
ケーションをサポートしていくことができる 

 

 内部動作をよく理解した上で使うことが望ましい 

 Windows Azure はプラットフォームサービスであるため、アプリケー
ションに対する制約は比較的少ない 

 このため、不適切な作られ方をしたアプリケーションであっても「見た目
は動いてしまう」ことがよくある 

 内部動作をよく理解し、正しくアプリケーションを作成することを心が
けることが大切 


