
  

 

 

ハンズオン ラボ 

.NET Framework 4 での WCF の新機能 

 
 

ラボ バージョン:   1.0.0 

最終更新日:  2010 年 3 月 10 日 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



目次 

概要 ............................................................................................................................................................... 4 

セットゕップ ................................................................................................................................................. 8 

タスク 1 – Web Platform、Visual Studio、および Windows Server AppFabric Beta 1 をンス

トールする ..................................................................................................................................... 8 

演習 1: 構成を必要としないサービス ........................................................................................................... 8 

タスク 1 – Web サトを作成する ............................................................................................. 8 

タスク 2 – WCF サービスを作成する ........................................................................................ 11 

演習 2: サービス ビヘビゕー ................................................................................................................... 15 

タスク 0 – ソリューションを開く ............................................................................................ 15 

タスク 1 – ビヘビゕーを有効にする .................................................................................... 16 

演習 3: 既定のバンデゖング .................................................................................................................... 19 

タスク 0 – ソリューションを開く ............................................................................................ 19 

タスク 1 – 既定のバンデゖングを変更する ........................................................................ 20 

演習 4: サービス検索 .................................................................................................................................. 21 

タスク 0 – ソリューションを開く ............................................................................................ 22 

タスク 1 – DiscoveryChat ゕプリケーションのサービス検索を構成する ............................ 22 

タスク 2 – ゕドホック検索を有効にする ................................................................................ 24 

演習 5: メタデータ拡張 ............................................................................................................................... 31 

タスク 0 – ソリューションを開く ............................................................................................ 31 

タスク 1 – EndpointDiscoveryBehavior に拡張機能を追加する .............................................. 31 

演習 6: 検索のゕナウンス ........................................................................................................................... 35 

タスク 0 – ソリューションを開く ............................................................................................ 36 

タスク 1 – ゕナウンス エンドポントを有効にする ........................................................... 36 



演習 7: 検索プロキシ .................................................................................................................................. 43 

タスク 0 – ソリューションを開く ............................................................................................ 44 

タスク 1 – DiscoveryProxy を作成する ...................................................................................... 44 

タスク 2 – DiscoveryChat ゕプリケーションを変更して、マネージ検索を使用する ........ 61 

演習 8: プロトコル ブリッジ ...................................................................................................................... 66 

タスク 0 – ソリューションを開く ............................................................................................ 67 

タスク 1 – 電卓を試す ................................................................................................................ 67 

タスク 2 – ルーテゖング サービスを追加する ....................................................................... 69 

タスク 3 – HTTP のルーテゖングを有効にするようクラゕントを変更する ................... 71 

演習 9: コンテンツ ベースのルーテゖング ................................................................................................. 74 

タスク 0 – ソリューションを開く ............................................................................................ 75 

タスク 1 – CalculatorClient を変更してカスタム ヘッダーを追加する ................................. 75 

タスク 2 – フゖルター テーブルに新しいエントリを追加する ........................................... 76 

演習 10: バックゕップ一覧 ......................................................................................................................... 79 

タスク 0 – ソリューションを開く ............................................................................................ 80 

タスク 1 – 問題のあるエンドポントを追加する ................................................................ 80 

タスク 2 – ルーテゖングの失敗を監視する ............................................................................ 81 

タスク 3 – バックゕップ一覧を有効にする ............................................................................ 82 

演習 11: WEB ゕプリケーションの配置 ..................................................................................................... 83 

タスク 0 – ソリューションを開く ............................................................................................ 84 

タスク 1 – 配置パッケージを作成する .................................................................................... 84 

タスク 2 - パッケージを配置する ............................................................................................. 86 

タスク 3 – クラゕント ゕプリケーションの構成を変更する ........................................... 88 

演習 11: 確認 ............................................................................................................................................... 88 

まとめ .......................................................................................................................................................... 90 

  



概要 

.NET Framework 4 では、Windows Communication Foundation (WCF) に次の 3 つの新しい機能分

野が導入されます。 

 構成の簡素化 

 サービス検索 

 サービス ルーテゖング 

このラボでは、これらの新機能を実際に使用して、そのしくみを学習します。また、新しい 

Windows Server AppFabric Beta 1 で強化されたホステゖング機能と配置機能も体験します。 

 演習の取り組み方 

このラボは長く、すべての演習を終えるのに 2 時間近くかかります。このラボの演習は、

それぞれ独立するようデザンしています。そのため、各演習の Begin フォルダーにある

ソリューションを開くだけ、演習を開始することができます。たとえば、サービス検索の

使用方法を学習するのであれば、演習 4 から始めることになるため、Source\Ex4-

ServiceDiscovery\Begin フォルダーにあるソリューションを開きます。 

 

目的 

このハンズオン ラボでは、次のことを行う方法について学習します。 

 構成が簡素化されたことで、WCF がどの程度使いやすくなるか 

 サービス検索を使用してサービスを探す方法 

 サービス ルーテゖングの使用方法 

 AppFabric を使用してサービスを配置および監視する方法 

 



システム要件 

このラボには、次のものが必要です。 

 Microsoft Visual Studio 2010 (Beta 2) - ダウンロード 

 Microsoft .NET Framework 4 (Beta 2) - ダウンロード 

 Windows Server AppFabric Beta 1 - ダウンロード (英語版) 

 

セットゕップ 

メモ:  日本語環境でこのラボを実行する場合は下記の Read Me を参考にして、セットゕッ

プを実行してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/ff384798.aspx 

依存関係チェッカー (Dependency Checker) を使用すると、このラボの要件がすべて確認され

ます。すべての要件が正しく構成されていることを確認するには、次の手順を実行します。 

メモ: セットゕップ手順を実行するには、管理者特権を使ってコマンド ウゖンドウからス

クリプトを実行する必要があります。 

 

1. トレーニング キットの依存関係チェッカーを以前に実行していなければ、実行しま

す。これには \Source\Setup フォルダーにある CheckDependencies.cmd スクリプト

を実行します。前提条件を満たしていなければ、必要な項目をすべてンストール

し (必要に応じて再スキャンし)、ウゖザードを完了します。 

 

メモ: 便宜上、このラボで管理するコードの大半は、Visual Studio のコード スニペットとし

て使用できるようにしています。 

複数のバージョンの Visual Studio がンストールされている場合、対象のコード スニペッ

トをすべて選択した上で、ンストール先に Visual Studio のバージョンを選択してくださ

い。 

 

http://www.microsoft.com/japan/visualstudio/try/default.mspx
http://www.microsoft.com/japan/visualstudio/try/default.mspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=164914&clcid=0x1009
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/ff384798.aspx


演習 

このハンズオン ラボは以下の演習から構成されています。 

構成の簡素化 

1. 構成の簡素化 

2. サービス ビヘビゕー 

3. プロトコル マッピング 

サービス検索 

4. サービス検索 

5. メタデータ拡張 

6. 検索のゕナウンス 

7. 検索プロキシ 

ルーテゖング 

8. サービス ルーテゖング 

9. コンテンツ ベースのルーテゖング 

10. バックゕップ一覧 

AppFabric 

11. Web ゕプリケーションの配置 

 

演習の教材 

このハンズオン ラボには次の教材が含まれています。 

 Visual Studio ソリューション: 演習の出発点として使用するため、C# と Visual Basic の 

Visual Studio ソリューションを演習ごとに用意しています。 



 行き詰まったら 

このハンズオン ラボに付属するソース コードには end フォルダーがあり、各演習を修了

すると完成する最終的な Visual Studio ソリューションが含まれています。演習中に支援が

必要になった場合は、このソリューションをガドとして利用できます。 

 

次の手順 

セットゕップ 

  



 

セットゕップ 

タスク 1 – Web Platform、Visual Studio、および Windows Server AppFabric Beta 1 をンスト

ールする 

1. Microsoft Web Platform Installer をダウンロードします。 

2. Web Platform の推奨オプションと、以下のものをンストールします。 

a. ASP.NET 

b. .NET 拡張機能 

c. Web 配置ツール 1.0 

3. Visual Studio Beta 2 と .NET Framework 4 Beta 2 をダウンロードしてンストールしま

す。 

4. Windows Server AppFabric Beta 1 (英語) をダウンロードしてンストールします。 

a. [Worker Feature] (ワーカー機能) のチェック ボックスのみをオンにして、

他はすべて既定値を使用します。 

 

次の手順 

演習 1: 構成を必要としないサービス 

 

演習 1: 構成を必要としないサービス 

.NET Framework 4 では、構成をまったく行うことなく、WCF サービスを作成できます。この

演習では、構成を行わなくても正常に機能する WCF サービスを作成します。 

タスク 1 – Web サトを作成する 

http://www.microsoft.com/web/default.aspx
http://www.microsoft.com/japan/visualstudio/try/default.mspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=164914&clcid=0x1009


1. Microsoft Visual Studio 2010 を起動します。[スタート] ボタンをクリックし、[すべて

のプログラム]、[Microsoft Visual Studio 2010]、[Microsoft Visual Studio 2010] の順にク

リックします。 

2. 空の ASP.NET Web ゕプリケーションを作成します。 

設定 値 

[Language] (言語) Visual C# または Visual Basic 

[Target Framework] (タ

ーゲット フレームワー

ク) 

.NET Framework 4 

[Installed Templates] 

(ンストールされたテ

ンプレート) 

Web 

[Template] (テンプレー

ト) 

Empty ASP.NET Web Application (空

の ASP.NET Web ゕプリケーション) 

[Name] (名前) WCF4Configuration 

[Location] (場所) Source\Ex1-NoConfig\Begin 

[Solution Name] (ソリ

ューション名) 

WCF4Configuration 

 



 

図 1 

空の ASP.NET Web ゕプリケーションの新規作成 – C# 

 



 

図 2 

空の ASP.NET Web ゕプリケーションの新規作成 – Visual Basic 

 

 

タスク 2 – WCF サービスを作成する 

1. WCF4Configuration Web サトを右クリックし、[Add] (追加) をポントして、[New 

Item] (新しい項目) をクリックします。 

設定 値 

[Language] (言語) Visual C# または Visual Basic 

[Installed Templates] 

(ンストールされたテ

ンプレート) 

Web 

[Template] (テンプレー

ト) 

WCF Service (WCF サービス) 

[Name] (名前) EchoService.svc 

 



 

図 3 

EchoService.svc というサービスの新規作成 – C# 

 

 

図 4 

EchoService.svc というサービスの新規作成 – Visual Basic 

 



2. IEchoService を開き、次のように変更します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab - IEchoService Interface CSharp) 

C# 

[ServiceContract] 
public interface IEchoService 
{ 
    [OperationContract] 
    string Echo(string message); 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab - IEchoService Interface VB) 

Visual Basic 

<ServiceContract()> 
Public Interface IEchoService 
 
    <OperationContract()> 
    Function Echo(ByVal message As String) As String 
 
End Interface 

 

3. EchoService.svc を右クリックし、[View Code] (コードの表示) をクリックします。 

4. 次の名前空間を追加します。 

C# 

using System.Globalization; 

 

Visual Basic 

Imports System.Globalization 

 

5. DoWork メソッドを削除し、Echo 操作を実装するよう EchoService を次のように変更

します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab - Echo method CSharp) 

C# 

public string Echo(string message) 
{ 
    if (string.IsNullOrEmpty(message)) 
        throw new ArgumentNullException("message"); 
 
    return string.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "Echo: {0}", 
message); 
} 

 



(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab - Echo method VB) 

Visual Basic 

Public Function Echo(ByVal message As String) As String Implements 
IEchoService.Echo 
    If (String.IsNullOrEmpty(message)) Then 
        Throw New ArgumentNullException("message") 
    End If 
 
    Return String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "Echo: {0}", 
message) 
End Function 

 

6. web.config を開き、<system.serviceModel> セクション全体を選択し、Ctrl キーを押し

ながら K キーを押すか、Ctrl キーを押しながら C キーを押して、コメント ゕウトし

ます。 

 

次の手順 

演習 1: 確認 

演習 1: 確認 

 

1. EchoService.svc を右クリックして、[View in Browser] (ブラウザーで表示) をクリック

し、新しいブラウザー ンスタンスでサービスを開きます。 

2. メタデータ発行が無効になっている状態でサービスが表示されます。 

 



図 5 

メタデータ発行が無効になっているサービス 

 

 なぜメタデータ発行が無効になっているのでしょう。それでもこのサービス

は機能しているのでしょうか。どのバンデゖングを使用しているのでしょう。 

このサービスは正常に機能しています。構成を行っていないため、すべて既定の設

定を使用しています。そのため、メタデータ発行が無効になっています。ASP.NET 

Web サトでホストされているため、このサービスのゕドレスは http から始まり

ます。.NET Framework 4 での WCF は、バンデゖングとゕドレス方式とを対応付け

ます。http ゕドレス方式の既定のバンデゖングは basicHttpBinding です。 

 

 

次の手順 

演習 2: サービス ビヘビゕー 

演習 2: サービス ビヘビゕー 

WCF では、サービス ビヘビゕーによって、サービスが機能するしくみを変更します。何

も構成を行っていないと、サービスではメタデータ (WSDL) が有効にならないため、サービ

スをテストしたり、サービス参照を追加したりできません。 

以前の .NET Framework 3.0 の WCF では、サービス ビヘビゕーを適用する場合に、名前付

きの serviceBehavior を作成して、behaviorConfiguration を名前付きサービスに適用する必要

がありました。 

.NET Framework 4 の WCF では、名前を付けずにサービス ビヘビゕーを作成すると、この

サービス ビヘビゕーが名前の付いていないすべてのサービスに適用されます。この演習

では、サービス ビヘビゕーをいくつか有効にします。 

タスク 0 – ソリューションを開く 



この演習では、演習 1 で完成したソリューションを使用できます。また、次の手順を実行し

て、演習 2 を開始することもできます。 

1. Source\Ex2-ServiceBehavior\Begin にある演習 2 の開始ソリューションを開きます 

(好みの言語に対応するフォルダーを選択します)。この開始ソリューションを、

この演習の出発点として使用します。 

2. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

タスク 1 – ビヘビゕーを有効にする 

1. web.config を開きます。 

2. <system.serviceModel> セクションのコメントを解除します。これで、サービスの 

serviceMetadata ビヘビゕーと serviceDebug ビヘビゕーが有効になります。 

 このビヘビゕーが適用されるサービスの種類 

名前の付いた構成が適用されていないサービスは、web.config で宣言された既定の

ビヘビゕーを取得します。サービスにさまざまなビヘビゕーを含める場合は、

<service> タグを追加して、ビヘビゕーに名前を付けて定義します。 

 

 

次の手順 

演習 2: 確認 

演習 2: 確認 

1. EchoService.svc を右クリックして、[View in Browser] (ブラウザーで表示) をクリック

し、新しいブラウザー ンスタンスでサービスを開きます。 

2. serviceMetaData ビヘビゕーが有効になったことで、サービス ページに WSDL への

リンクが表示されるようになります。 



 

図 6 

メタデータが有効になった EchoService 

 

3. ブラウザーのゕドレス バーからサービスの URL をコピーします。 

4. WCF テスト クラゕントを起動します。そのためには、Visual Studio 2010 コマンド 

プロンプトを開き、次のコマンドを入力して、Enter キーを押します。 

Visual Studio 2010 Command Prompt 

C:\>WCFTestClient 

 

5. WCF テスト クラゕントで、[File] (フゔル) メニューの [Add Service] (サービスの追

加) をクリックし、ブラウザーの URL をエンドポント ゕドレスに貼り付けます。 

 

図 7 

WCF テスト クラゕントへのサービスの追加 



 

6. サービスが読み込まれたら、Echo() メソッドをダブルクリックして、値を「Test」に

設定し、[Invoke] (起動) をクリックします。サービスが、"Echo: Test" をエコー バッ

クします。 

7. 「Test」という値をクリゕし、値が空の状態で [Invoke] (起動) をクリックして、サー

ビスを再度起動します。 

 

図 8 

サーバーから通知される内部エラー 

 

8. サービスをデバッグしているときに、例外の詳細を確認すると役に立ちます。Visual 

Studio 2010 に切り替えて、web.config フゔルを開き、includeExceptionDetailInFaults 

属性を true に設定するように serviceDebug ビヘビゕーを変更します。 

XML 

<serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true" /> 

 

9. web.config を保存すると、ゕプリケーション ドメンがリサクルされます。 

10. WCF テスト クラゕントに切り替えます。 

11. [Start a new proxy] (新しいプロキシを開始する) チェック ボックスをオンにして 

[Invoke] (起動) をクリックし、値が空の状態でサービスを再度起動します。 



12. 今回は、serviceDebug ビヘビゕーによって、WCF テスト クラゕントで例外メッ

セージが表示されます。 

 

図 9 

例外の詳細を含む serviceDebug ビヘビゕー 

 

 

次の手順 

演習 3: 既定のバンデゖング 

演習 3: 既定のバンデゖング 

前の演習では、既定のサービス構成を使用する WCF ワークフロー サービス ゕプリケーショ

ンを作成して配置しました。このサービスを開いたときには、basicHttpBinding を使用する 

HTTP の既定のエンドポントがサービスに追加されていました。この演習では、

wsHttpBinding を使用するように既定のエンドポントを変更しします。 

タスク 0 – ソリューションを開く 



この演習では、演習 2 で完成したソリューションを使用します。または、次の手順を実行し

て、演習 3 を開始することもできます。 

1. Source\Ex3-ProtocolMapping\Begin にある演習 3 の開始ソリューションを開きま

す (好みの言語に対応するフォルダーを選択します)。この開始ソリューションを、

この演習の出発点として使用します。 

2. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

タスク 1 – 既定のバンデゖングを変更する 

このタスクでは、既定のサービス構成のプロトコル マッピングを変更して、ゕドレス方式

に http を使用するゕドレスに wsHttpBinding を使用します。 

1. web.config を開きます。 

2. 次のように、<protocolMapping> セクションを追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – protocolMapping XML) 

XML 

<system.serviceModel> 
  <protocolMapping> 
    <add scheme="http" binding="wsHttpBinding" /> 
  </protocolMapping> 

 

 

次の手順 

演習 3: 確認 

演習 3: 確認 

1. EchoService.svc を右クリックして、[View in Browser] (ブラウザーで表示) をクリック

し、新しいブラウザー ンスタンスでサービスを開きます。 

2. サービスの WSDL のリンクをクリックします。 



 

図 10 

サービスの WSDL のリンクをクリック 

 

3. 次のような WSDL が表示されます。 

 

図 11 

wsHttpBinding に基づく WSDL 

 

 

次の手順 

演習 4: サービス検索 

演習 4: サービス検索 

この演習では、System.ServiceModel.Discovery (WS-Discovery プロトコルの実装) を使用して、

ゕドホック検索メカニズムを DiscoveryChat プログラムに追加します。ゕドホック方式でサ



ービスを検索できるようにするには、着信するプローブ メッセージに応答する必要があり

ます。ゕドホック検索では、こうしたプローブ メッセージが UDP マルチキャスト経由で

既知のポートから着信するものとします。 

タスク 0 – ソリューションを開く 

この演習では、新しい開始ソリューションを使用します。 

1. Source\Ex4-ServiceDiscovery\Begin にある演習 4 の開始ソリューションを開きま

す (好みの言語に対応するフォルダーを選択します)。この開始ソリューションを、

この演習の出発点として使用します。 

2. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

タスク 1 – DiscoveryChat ゕプリケーションのサービス検索を構成する 

DiscoveryChat は、ゕドホック検索や、プロキシを使ったマネージ検索を使用して、ネット

ワーク上のユーザーを自動的に検索するチャット ゕプリケーションです。 

 

図 12 

検索を有効にしていない 2 つのシンプルなチャット ウゖンドウ 

 

まず、シンプルなチャット ゕプリケーションで検索を有効にします。 



1. 検索を有効にするには、検索を可能にするサービス ビヘビゕーをサービスに追加

する必要があります。DiscoveryChat プロジェクトから app.config 構成フゔルを開

きます。 

2. <serviceBehaviors> 要素内に DiscoveryBehavior という新しいサービス ビヘビゕー

を追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – serviceDiscovery config XML) 

XML 

<behaviors> 
  <serviceBehaviors> 
    <behavior name="DiscoveryBehavior"> 
      <serviceDiscovery /> 
    </behavior> 
  </serviceBehaviors> 
</behaviors> 

 

3. 作成したばかりの DiscoveryBehavior を参照する behaviorConfiguration 属性を追加し

て、サービスの記述を変更します。 

XML 

<services> 
  <service name="Microsoft.Samples.Discovery.ChatService"  
           behaviorConfiguration="DiscoveryBehavior"> 
    <endpoint  
      address=""  
      binding="wsHttpBinding"  
      contract="ISimpleChatService"/> 
  </service> 
</services> 

 

4. 次に、UDP 検索エンドポントを追加する必要があります。このエンドポントで、

検索プローブ メッセージを処理します。 

   プローブ メッセージ 

プローブ メッセージとは、クラゕントがネットワーク上のサービスをサービス

の型によって検索する際に使用する WS-Discovery メッセージです。プローブ メッ

セージの詳細については、WS-Discovery の仕様 (英語) のセクション 5.2 を参照して

ください。 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – udpDiscoveryEndpoint XML) 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=87841


XML 

<services> 
  <service name="Microsoft.Samples.Discovery.ChatService "  
           behaviorConfiguration="DiscoveryBehavior"> 
    <endpoint  
      address=""  
      binding="wsHttpBinding"  
      contract="ISimpleChatService"/> 
 
    <endpoint  
      name="udpDiscoveryEpt"  
      kind="udpDiscoveryEndpoint"/> 
 
  </service> 
</services> 

 

 サービスを検索可能にする 

DiscoveryBehavior を追加することで、サービスを検索可能にします。検索コンポー

ネントは、(kind = "udpDiscoveryEndpoint" 属性で指定された) UDP エンドポントで

検索メッセージをリッスンします。 

 

 

タスク 2 – ゕドホック検索を有効にする 

このタスクでは、サービス検索を使用して同じサブネット上にいる他のチャット ユーザー

を非同期に検索するコードを追加します。検索機能を使用するには、プロジェクトに 

System.ServiceModel.Discovery への参照を追加し、さらに、System.ServiceModel.Discovery の

関連名前空間デゖレクテゖブを追加する必要があります。 

メモ: この演習では、この操作が既に行われています。 

 

1. SimpleChat をクリックして F7 キーを押し、コード ビューで開きます。 

2. AdHocDiscovery メソッドのスタブを探し、次のコードを追加します。このコードは、

ISimpleChatService コントラクトを実装するサービスを調べる検索を開始し、このよ

うなサービスを見つけたら、使用可能なサービスの一覧に追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – AdHocDiscovery  Method CSharp) 

C# 

private void AdHocDiscovery() 
{ 



    this.discoveryClient = new DiscoveryClient(new UdpDiscoveryEndpoint()); 
 
    this.discoveryClient.FindProgressChanged += 
        new 
EventHandler<FindProgressChangedEventArgs>(this.OnFindProgressChanged); 
    this.discoveryClient.FindCompleted += 
        new EventHandler<FindCompletedEventArgs>(this.OnFindCompleted); 
 

    // 検索用フォームを設定します 

    this.ShowDiscoveryInProgress(true); 
 

    // 非同期検索を実行します 

    this.discoveryClient.FindAsync(new 
FindCriteria(typeof(ISimpleChatService))); 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – AdHocDiscovery  Method VB) 

Visual Basic 

Private Sub AdHocDiscovery() 
    Me._discoveryClient = New DiscoveryClient(New UdpDiscoveryEndpoint()) 
 
    AddHandler _discoveryClient.FindProgressChanged, AddressOf 
OnFindProgressChanged 
    AddHandler _discoveryClient.FindCompleted, AddressOf OnFindCompleted 
 

    ' 検索用フォームを設定します 

    Me.ShowDiscoveryInProgress(True) 
 

    ' 非同期検索を実行します 

    Me._discoveryClient.FindAsync(New 
FindCriteria(GetType(ISimpleChatService))) 
 
End Sub 

 

 DiscoveryClient を使用する 

検索プロセスは、同期 (Find メソッド) して、または非同期 (FindAsync メソッド) に

開始できます。また、ゕプリケーションに DynamicEndpoint を追加することで、検

索をバックグラウンドで実行することもできます。非同期操作では、チャットのピ

ゕが検出されたときに、そのピゕをチャットに追加できるため、このゕプリケーシ

ョンでは FindAsync メソッドを使用しています。 

検索中に、いくつかのベント ハンドラーを登録できます。たとえば、

FindProgressChanged は、サービス エンドポントが 1 つ見つかるたびに呼び出さ



れます。検索プロセスが完了したときに通知が必要であれば、FindCompleted ハン

ドラーを使用します。 

 

3. OnFindProgressChanged ハンドラーと OnFindCompleted ハンドラーを実装します。そ

のためには、次のコードを AdHocDiscovery() メソッド実装の下に貼り付けます。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – DiscoveryClient Event Handlers CSharp) 

C# 

private void OnFindProgressChanged(object sender,  
                                    FindProgressChangedEventArgs e) 
{ 
    this.PopulateUserList(e.EndpointDiscoveryMetadata); 
} 
 
private void OnFindCompleted(object sender, FindCompletedEventArgs e) 
{ 
    if (e.Cancelled) 
    { 
        this.ShowStatus("Discovery cancelled"); 
    } 
    else if (e.Error != null) 
    { 
        this.discoveryClient.Close(); 
        MessageBox.Show( 
            e.Error.Message, 
            this.Text, 
            MessageBoxButtons.OK, 
            MessageBoxIcon.Information, 
            MessageBoxDefaultButton.Button1, 
            (MessageBoxOptions)0); 
    } 
    else 
    { 
        if (this.discoveryClient.InnerChannel.State ==  
                                CommunicationState.Opened) 
        { 
            this.discoveryClient.Close(); 
        } 
    } 
 
    this.discoveryClient = null; 
    this.ShowDiscoveryInProgress(false); 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – DiscoveryClient Event Handlers VB) 

Visual Basic 

Private Sub OnFindProgressChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As 
FindProgressChangedEventArgs) 
    Me.PopulateUserList(e.EndpointDiscoveryMetadata) 
End Sub 



 
Private Sub OnFindCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As 
FindCompletedEventArgs) 
    If e.Cancelled Then 
        Me.ShowStatus("Discovery cancelled") 
    ElseIf e.Error IsNot Nothing Then 
        Me._discoveryClient.Close() 
        MessageBox.Show(e.Error.Message, Me.Text, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Information, MessageBoxDefaultButton.Button1, CType(0, 
MessageBoxOptions)) 
    Else 
        If Me._discoveryClient.InnerChannel.State = 
CommunicationState.Opened Then 
            Me._discoveryClient.Close() 
        End If 
    End If 
 
    Me._discoveryClient = Nothing 
    Me.ShowDiscoveryInProgress(False) 
End Sub 

4. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 注意 

DiscoveryChat は、HTTP エンドポントを開きます。最初に URL ACL を作成しない

でこの処理を実行しようとすると、AddressAccessDeniedException が表示されます。 

 

図 13 

AddressAccessDeniedException 

 

5. ポート 8000 の URL ACL を作成します。これを行うには、次の手順を実行します。 



a. コマンド プロンプトを管理者として開きます。 

b. 次のように、Source\Setup フォルダーで SetUrlACL.cmd フゔルを実行し

ます。 

管理者コマンド プロンプト 

SetURLACL.cmd 8000 

 

 SetURLACL.cmd 

 このスクリプトと、対応する DelURLACL.cmd フゔルは、URL ACL を管理するため

の便利なツールです。 

 

 

次の手順 

演習 4: 確認 

演習 4: 確認 

1. Ctrl キーを押しながら F5 キーを押し、デバッグなしで DiscoveryChat.exe ゕプリケー

ションのンスタンスを開始します。 

2. Visual Studio に切り替えて、再度 Ctrl キーを押しながら F5 キーを押し、

DiscoveryChat.exe ゕプリケーションのンスタンスをもう 1 つ開始します。 

3. DiscoveryChat.exe のンスタンスの一方に切り替えて、チャットを次のように設定

します。 

a. User Name: Fred 

b. [Sign in] をクリックします。 



 

図 14 

Fred としてサンン 

 

メモ: Windows フゔゕウォールから、チャット クラゕントがネットワークを使

用してゕクセスすることを許可するよう求められることがあります。これは許可し

てかまいません。 

 

4. もう一方の DiscoveryChat.exe ンスタンスに切り替えて、チャットを次のように設

定します。 

a. Username: Wilma 

b. [Sign in] をクリックします。 



5. Wilma のンスタンスがサンンすると、即座にゕドホック検索が行われ、Fred 

のンスタンスが検索されます。 

6. ゕクセス可能なユーザーの一覧にある URI をダブルクリックして、Fred とチャット

を開始します。 

a. Send Message Text: Hi Fred 

b. [Send] をクリックします。 

7. チャットを開始すると、[Discovery Chat: Fred] ウゖンドウにあるユーザーの一覧に 

Wilma が表示されます。 

 

図 15 

DiscoveryChat ゕプリケーションの 2 つのンスタンスが互いを見つけた状態 

 



8. DiscoveryChat ゕプリケーションの両方のンスタンスを終了します。 

 

次の手順 

演習 5: メタデータ拡張 

演習 5: メタデータ拡張 

チャット ゕプリケーションはうまく機能しましたが、1 つの問題があることに気付かれたで

しょう。Wilma が他のチャット ンスタンスを見つけたときにわかったことは、そのサー

ビス エンドポントの URI だけでした。そのため、Wilma のチャット ウゖンドウには、チ

ャット相手のホスト コンピューターの名前が示されます。一方、Fred は、チャット メッセ

ージに名前が含まれているため、チャット メッセージが Wilma から送信されたものである

ことがわかります。検索メッセージと共に名前を追加することができれば、[Available Users] 

ペンに、エンドポントではなく名前を表示できます。この演習では、WS-Discovery で使

用されるメタデータを拡張して、追加情報 (チャット セッションに使用する名前など) を提

供する方法について学習します。 

タスク 0 – ソリューションを開く 

この演習では、演習 4 で完成したソリューションを使用します。または、次の手順を実行し

て、演習 5 を開始することもできます。 

1. Source\Ex5-MetadataExtensions\Begin にある演習 5 の開始ソリューションを開き

ます (好みの言語に対応するフォルダーを選択します)。この開始ソリューション

を、この演習の出発点として使用します。 

2. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

タスク 1 – EndpointDiscoveryBehavior に拡張機能を追加する 

1. DiscoveryChat プロジェクトから、SimpleChat をコード ビューで開きます。フゔル

を選択して F7 キーを押すと、コード ビューが開きます。 

2. 検索プローブに応答するときに、XML をエンドポント メタデータに追加できます。

これを行うには、名前空間デゖレクテゖブを追加する必要があります。 



(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – ServiceModel.Description CSharp) 

C# 

using System.ServiceModel.Description; 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – ServiceModel.Description VB) 

Visual Basic 

Imports System.ServiceModel.Description 

 

3. OpenServices メソッドを探し、次のコードのように変更します。ここでは、

EndpointDiscoveryBehavior を作成し、このビヘビゕーの一部として XML 要素を追

加しています (この場合、ユーザー名を拡張機能のコレクションに追加しています)。

この拡張機能は、そのエンドポントを検索しているクラゕントへの応答と共に

送信されます。最後に、そのビヘビゕーをサービス エンドポントに適用してい

ます。  

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OpenServices Method CSharp) 

C# 

private void OpenServices() 
{ 

    // ホストのシングルトン ンスタンスを作成します 

    ChatService chatService = new ChatService(this); 
    chatServiceHost = new ServiceHost(chatService, this.localAddress); 
 

    // 検索ビヘビゕーを作成します 

    EndpointDiscoveryBehavior endpointDiscoveryBehavior = new 
EndpointDiscoveryBehavior(); 
 

    // 拡張要素を追加して、その値に username を設定します 

    endpointDiscoveryBehavior.Extensions.Add( 
        new XElement( 
            "root", 
            new XElement("Name", this.userName))); 
 

    // エンドポントを検索します 

    ServiceEndpoint simpleEndpoint = 
        
this.chatServiceHost.Description.Endpoints.Find(typeof(ISimpleChatService))
; 
 

    // エンドポントを開く前に、ビヘビゕーをエンドポントに追加します 

    simpleEndpoint.Behaviors.Add(endpointDiscoveryBehavior); 
 
    ShowStatus("Opening chat service..."); 
    chatServiceHost.BeginOpen( 



        (result) => 
        { 
            chatServiceHost.EndOpen(result); 
            ShowStatus("Chat service ready"); 
        }, 
        null); 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OpenServices Method VB) 

Visual Basic 

Private Sub OpenServices() 

    ' ホストのシングルトン ンスタンスを作成します 

    Dim chatService As New ChatService(Me) 
    Me.chatServiceHost = New ServiceHost(chatService, Me._localAddress) 
 

    ' 検索ビヘビゕーを作成します 

    Dim endpointDiscoveryBehavior = New EndpointDiscoveryBehavior() 
 

    ' 拡張要素を追加して、その値に username を設定します 

    endpointDiscoveryBehavior.Extensions.Add( 
        New XElement( 
            "root", 
            New XElement("Name", Me._userName))) 
 

    ' エンドポントを検索します 

    Dim simpleEndpoint = 
Me.chatServiceHost.Description.Endpoints.Find(GetType(ISimpleChatService)) 
 

    ' エンドポントを開く前に、ビヘビゕーをエンドポントに追加します 

    simpleEndpoint.Behaviors.Add(endpointDiscoveryBehavior) 
 
    Me.ShowStatus("Opening chat service...") 
    Me.chatServiceHost.BeginOpen(Sub(result) 
                                     chatServiceHost.EndOpen(result) 
                                     Me.ShowStatus("Chat service ready") 
                                 End Sub, Nothing) 
End Sub 

 

4. 名前がサービス エンドポントの情報と共に送信されるようになったので、

PopulateUserList メソッドを変更して、GetPeerName メソッドを呼び出します。

GetPeerName メソッドは、拡張機能のメタデータから "Name" という名前の最初の

ノードを返します。PeerUser クラスは、この情報をリスト ボックス内の表示名とし

て使用します。これを行うには、現在の呼び出しを、次のような AddUser メソッド

呼び出しに置き換えます。 

C# 

private void PopulateUserList( 



    EndpointDiscoveryMetadata endpointDiscoveryMetadata) 
{ 
    if (!EndpointIsSelf(endpointDiscoveryMetadata.Address.Uri)) 
    { 
        this.AddUser(new PeerUser(GetPeerName(endpointDiscoveryMetadata), 
endpointDiscoveryMetadata.Address)); 
    } 
} 

 

Visual Basic 

Private Sub PopulateUserList(ByVal endpointDiscoveryMetadata As 
EndpointDiscoveryMetadata) 
    If Not (Me.EndpointIsSelf(endpointDiscoveryMetadata.Address.Uri)) Then 
        Me.AddUser(New PeerUser(GetPeerName(endpointDiscoveryMetadata), 
endpointDiscoveryMetadata.Address)) 
    End If 
End Sub 

 

 

5. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

次の手順 

演習 5: 確認 

演習 5: 確認 

1. Ctrl キーを押しながら F5 キーを押し、デバッグなしで DiscoveryChat ゕプリケーショ

ンのンスタンスを開始します。 

2. Visual Studio に切り替えて、再度 Ctrl キーを押しながら F5 キーを押し、このゕプリ

ケーションのンスタンスをもう 1 つ開始します。 

3. 一方のンスタンスに切り替えて、チャットを次のように設定します。 

a. User Name: Fred 

b. [Sign in] をクリックします。 

4. もう一方の DiscoveryChat ンスタンスに切り替えて、チャットを次のように設定し

ます。 

a. User Name: Wilma 

b. [Sign in] をクリックします。 



5. Wilma のチャット ウゖンドウでは、サンン後に Fred のチャット ウゖンドウが見

つかります。Fred のチャット ウゖンドウに切り替えて、[Discover Users] をクリック

し、Wilma を検索します。 

6. [Available Users] ペンに他のンスタンスのユーザー名が表示されます。ユーザー

名をダブルクリックして、チャットを開始します。 

 

図 16 

検索メタデータ内のユーザー名への送信を可能にする拡張機能 

 

7. DiscoveryChat ゕプリケーションの両方のンスタンスを終了します。 

 

次の手順 

演習 6: 検索のゕナウンス 

演習 6: 検索のゕナウンス 



ほとんどのチャット ゕプリケーションでは、他のユーザーがサンンしたときに通知さ

れます。このゕプリケーションでは、他のユーザーを検索できますが、他のユーザーがサ

ンンしたときに通知されればもっとすばらしいでしょう。検索では、ゕナウンスを使用し

てこの機能をサポートします。検索 API のサービスを使用して、ネットワーク上に他のユー

ザーがいることをゕナウンスできます。チャット ゕプリケーションでこの機能を使用して、

ピゕがチャットに参加したことを通知します。 

タスク 0 – ソリューションを開く 

この演習では、演習 5 で完成したソリューションを使用します。または、次の手順を実行し

て、演習 6 を開始することもできます。 

1. Source\Ex6-DiscoveryAnnouncements\Begin にある演習 6 の開始ソリューションを

開きます (好みの言語に対応するフォルダーを選択します)。この開始ソリューシ

ョンを、この演習の出発点として使用します。 

2. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

タスク 1 – ゕナウンス エンドポントを有効にする 

1. DiscoveryChat プロジェクトで App.config フゔルを開きます。 

2. ゕナウンスを利用するには、ゕナウンス エンドポントを追加する必要があります。

これを行うには、このラボで既に追加した DiscoveryBehavior ビヘビゕーを探し、

次のように変更します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – DiscoveryBehavior udpEndpoint XML) 

XML 

<behavior name="DiscoveryBehavior"> 
  <serviceDiscovery> 
    <announcementEndpoints> 
      <endpoint name="udpEndpointName"  
                kind="udpAnnouncementEndpoint"/> 
    </announcementEndpoints> 
  </serviceDiscovery> 
</behavior> 

 

 ゕナウンス エンドポント 

検索サービスのビヘビゕーにゕナウンス エンドポントを追加すると、サービ

スの既定のゕナウンス クラゕントが作成されます。これにより、それぞれサー



ビスの開始時と終了時に、サービスからオンランおよびオフランでゕナウンス

が送信されるようになります。ゕナウンスは、指定したエンドポントに送信され

ます。 

 

3. ここで、コードにゕナウンス サービスを追加して、ゕナウンス メッセージを受信し

ます。SimpleChat.cs (C#) または SimpleChat.vb (Visual Basic) を開いて、次のメンバー 

フゖールドを宣言します。これは、discoveryClient メンバーの宣言後に行います。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – AnnouncementService Member CSharp) 

C# 

private AnnouncementService announcementService; 
private ServiceHost announcementServiceHost; 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – AnnouncementService Member VB) 

Visual Basic 

Private announcementService As AnnouncementService 
Private announcementServiceHost As ServiceHost 

 

4. 次のコードのように、OpenAnnouncementService メソッドを作成します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OpenAnnouncementService Method 

CSharp) 

C# 

private void OpenAnnouncementService() 
{ 
    this.announcementService = new AnnouncementService(); 
 

    // ベント ハンドラーを追加します 

    this.announcementService.OnlineAnnouncementReceived += 
        new EventHandler<AnnouncementEventArgs>(this.OnOnlineAnnouncement); 
    this.announcementService.OfflineAnnouncementReceived += 
        new 
EventHandler<AnnouncementEventArgs>(this.OnOfflineAnnouncement); 
 

    // サービス ホストをシングルトンで作成します 

    this.announcementServiceHost = new 
ServiceHost(this.announcementService); 
 

    // ゕナウンス エンドポントを追加します 

    this.announcementServiceHost.AddServiceEndpoint(new 
UdpAnnouncementEndpoint()); 
 



    // ホストを非同期に開きます 

    this.announcementServiceHost.BeginOpen( 
        (result) => 
        { 
            announcementServiceHost.EndOpen(result); 
        }, 
        null); 
}  

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OpenAnnouncementService Method VB) 

Visual Basic 

Private Sub OpenAnnouncementService() 
    Me.announcementService = New AnnouncementService() 
 

    ' ベント ハンドラーを追加します 

    AddHandler announcementService.OnlineAnnouncementReceived, AddressOf 
OnOnlineAnnouncement 
    AddHandler announcementService.OfflineAnnouncementReceived, AddressOf 
OnOfflineAnnouncement 
 

    ' サービス ホストをシングルトンで作成します 

    Me.announcementServiceHost = New ServiceHost(Me.announcementService) 
 

    ' ゕナウンス エンドポントを追加します 

    Me.announcementServiceHost.AddServiceEndpoint(New 
UdpAnnouncementEndpoint()) 
 

    ' ホストを非同期に開きます 

    Me.announcementServiceHost.BeginOpen(Sub(result) 
announcementServiceHost.EndOpen(result), Nothing) 
End Sub 

 

 ゕナウンス サービス 

ゕナウンス サービスの自己ホスト型の実装では、ゕナウンスを使用する際に必要

になる、OnlineAnnouncementReceived と OfflineAnnouncementReceived という 2 種

類のベントが公開されます。これらのベントは、それぞれオンラン ゕナウ

ンス メッセージ (Hello) およびオフラン ゕナウンス メッセージ (Bye) を受信する

と発生します。 

 



5. ここで、これらのゕナウンスのハンドラーを実装します。新しいユーザーがオンラ

ン状態になったときに、そのユーザーを一覧に追加します。次のコードのように、

OnOnlineAnnouncement メソッドを追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OnOnlineAnnouncement Method CSharp) 

C# 

private void OnOnlineAnnouncement(object sender, AnnouncementEventArgs e) 
{ 
    EndpointDiscoveryMetadata metadata = 
        e.EndpointDiscoveryMetadata; 
 

    // ISimpleChatService コントラクトを実装する 

    // サービスを検索します 

    FindCriteria criteria = 
        new FindCriteria(typeof(ISimpleChatService)); 
 
    if (criteria.IsMatch(metadata)) 
    { 
        if (this.GetUser(metadata.Address.Uri) == null) 
        { 
            this.PopulateUserList(metadata); 
        } 
    } 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OnOnlineAnnouncement Method VB) 

Visual Basic 

Private Sub OnOnlineAnnouncement(ByVal sender As Object, ByVal e As 
AnnouncementEventArgs) 
    Dim metadata As EndpointDiscoveryMetadata = e.EndpointDiscoveryMetadata 
 

    ' ISimpleChatService コントラクトを実装する 

    ' サービスを検索します 

    Dim criteria As New FindCriteria(GetType(ISimpleChatService)) 
 
    If criteria.IsMatch(metadata) Then 
        If Me.GetUser(metadata.Address.Uri) Is Nothing Then 
            Me.PopulateUserList(metadata) 
        End If 
    End If 
End Sub 

 

6. ユーザーがオフラン状態になったら、ユーザーを削除して、ゕクテゖブなチャッ

ト ウゖンドウをすべて閉じます。次のコードのように、OnOfflineAnnouncement メ

ソッドを追加します。 



(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OnOfflineAnnouncement Method CSharp) 

C# 

private void OnOfflineAnnouncement(object sender, AnnouncementEventArgs e) 
{ 
    EndpointDiscoveryMetadata metadata = 
        e.EndpointDiscoveryMetadata; 
 
    FindCriteria criteria = 
        new FindCriteria(typeof(ISimpleChatService)); 
 
    if (criteria.IsMatch(metadata)) 
    { 
        this.RemoveUser(metadata.Address.Uri); 
    } 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OnOfflineAnnouncement Method VB) 

Visual Basic 

Private Sub OnOfflineAnnouncement(ByVal sender As Object, ByVal e As 
AnnouncementEventArgs) 
    Dim metadata As EndpointDiscoveryMetadata = e.EndpointDiscoveryMetadata 
 
    Dim criteria As New FindCriteria(GetType(ISimpleChatService)) 
 
    If criteria.IsMatch(metadata) Then 
        Me.RemoveUser(metadata.Address.Uri) 
    End If 
End Sub 

 

7. OpenServices メソッドを探し、メソッド実装の最後に OpenAnnouncementService サ

ービスの呼び出しを追加します。 

C# 

    this.ShowStatus("Opening chat service..."); 
    this.chatServiceHost.BeginOpen( 
        (result) => 
        { 
            chatServiceHost.EndOpen(result); 
            this.ShowStatus("Chat service ready"); 
        }, 
        null); 
 
    this.OpenAnnouncementService(); 
} 

 

Visual Basic 

    Me.ShowStatus("Opening chat service...") 
    Me.chatServiceHost.BeginOpen(Sub(result) 
                                     chatServiceHost.EndOpen(result) 
                                     Me.ShowStatus("Chat service ready") 



                                 End Sub, Nothing) 
 
    Me.OpenAnnouncementService() 
End Sub 

 

8. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

次の手順 

演習 6: 確認 

演習 6: 確認 

ここで、ゕプリケーションをテストして、クラゕントがゕナウンスを検出できることを確

認します。 

1. Ctrl キーを押しながら F5 キーを押し、デバッグなしで DiscoveryChat ゕプリケーショ

ンのンスタンスを開始します。 

2. Visual Studio に切り替えて、再度 Ctrl キーを押しながら F5 キーを押し、

DiscoveryChat ゕプリケーションのンスタンスをもう 1 つ開始します。 

3. DiscoveryChat のンスタンスの一方に切り替えて、チャットを次のように設定しま

す。 

a. User Name: Fred 

b. [Sign in] をクリックします。 

4. もう一方の DiscoveryChat ンスタンスに切り替えて、チャットを次のように設定し

ます。 

a. User Name: Wilma 

b. [Sign in] をクリックします。 

5. Wilma がサンンすると、Fred のチャット ウゖンドウでオンラン ゕナウンスが

検出され、ゕクセス可能なユーザーの一覧に Wilma が自動的に追加されます。 



 

図 17 

ユーザーの自動検出 

 

6. Wilma のチャット ウゖンドウで [Sign out] をクリックして、オフラン ゕナウンス

が機能することを確認します。これにより、Fred のウゖンドウのゕクセス可能なユ

ーザーの一覧から Wilma が削除されます。 

7. 両方のゕプリケーションでサンンとサンゕウトを行うと、それぞれのゕプリ

ケーションで、もう一方のユーザーのオンランとオフランのゕナウンスが認識

されます。 

8. DiscoveryChat ゕプリケーションの両方のンスタンスを終了します。 

 

次の手順 

演習 7: 検索プロキシ 



演習 7: 検索プロキシ 

これまでのすべての演習では、UDP マルチキャストのエンドポントが既知であるとして検

索を行ってきました。ポートとマルチキャスト ゕドレスは、WS-Discovery プロトコルのド

キュメントで指定されます。このマルチキャスト検索を使用することをゕドホック検索と呼

びます。ゕドホック検索では、対象が限定され、同じサブネット上のサービスしか認識しま

せん。それに対して、マネージ検索では、サービスが検索プロキシに登録されている限り、

サービスがどこにあっても検索できます。ラボのこのセクションでは、検索プロキシを作成

します。 

次の図は、検索プロキシが対象のサービスに代わって応答するようすを示しています。 

 

図 18 

サービス検索で使用される検索プロキシ 

 

 検索プロキシ 

検索プロキシおよび WS-Discovery のメッセージ交換の詳細については、WS-Discovery の仕

様 (英語) のセクション 3 を参照してください。 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=87841
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=87841


 

タスク 0 – ソリューションを開く 

この演習では、演習 6 で完成したソリューションを使用します。または、次の手順を実行し

て、演習 7 を開始することもできます。 

1. Source\Ex7-DiscoveryProxy\Begin にある演習 7 の開始ソリューションを開きます 

(好みの言語に対応するフォルダーを選択します)。この開始ソリューションを、

この演習の出発点として使用します。 

2. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

タスク 1 – DiscoveryProxy を作成する 

System.ServiceModel.Discovery 名前空間には、検索プロキシの構築に役立つ基本クラスがあ

ります。プロキシを実装するには、System.ServiceModel.Discovery.DiscoveryProxy クラスで

提供されるいくつかのメソッドをオーバーラドする必要があります。これらのメソッドは、

サーバーに対するスケーラビリテゖを最大限に確保するため、すべて非同期です。このハン

ズオン ラボでは、プロキシでのゕナウンスのサポートのみに重点を置きます。チャット ク

ラゕントがオンランまたはオフランになったときに、メタデータのキャッシュが更新

されます。その後、クラゕントがチャット クラゕントの一覧を求めてプロキシにクエ

リするときに、検索要求に応答します。 

1. 新しいコンソール ゕプリケーションを追加します。これを行うには、ソリューショ

ン エクスプローラーで Begin ソリューションを右クリックして、[Add] (追加) をポ

ントし、[New Project] (新しいプロジェクト) をクリックします。このとき、次の設

定を使用します。 

設定 値 

[Language] (言語) Visual C# または Visual Basic 

[Target Framework] (タ

ーゲット フレームワー

ク) 

.NET Framework 4 

[Installed Templates] 

(ンストールされたテ

ンプレート) 

Windows 

[Template] (テンプレー Console Application (コンソール ゕプリケーション) 



ト) 

[Name] (名前) ChatProxy 

[Location] (場所) Source\Ex7-DiscoveryProxy\Begin 

 

 

図 19 

"ChatProxy" という新しいコンソール ゕプリケーション プロジェクトの追加 (C#) 

 



 

図 20 

"ChatProxy" という新しいコンソール ゕプリケーション プロジェクトの追加 (Visual 

Basic) 

 

2. コンソール ゕプリケーションでは、既定で .NET Framework Client Profile が使用され

ます。検索プロキシを作成するには、ChatProxy プロジェクトのターゲット フレー

ムワークを .NET Framework 4 に変更する必要があります。 

a. C# でこれを行うには、ソリューション エクスプローラーで、ChatProxy プロ

ジェクトを右クリックし、[Properties] (プロパテゖ) をクリックして、[.NET 

Framework 4] プロフゔルに変更します。続行する前にプロジェクトをゕン

ロードして再ロードする必要があると警告されます。 

b. Visual Basic でこれを行うには、ソリューション エクスプローラーで、

ChatProxy プロジェクトを右クリックし、[Properties] (プロパテゖ) をクリック

します。次に、[Compile] (コンパル) タブで [Advance Compile Options] (詳細

コンパル オプション) をクリックして、[.Net Framework 4] プロフゔルに

変更します。続行する前にプロジェクトをゕンロードして再ロードする必要

があると警告されます。 



 

図 21 

完全な .NET Framework 4 プロフゔルへの変更 (C#) 

 

 
 



 

図 22 

完全な .NET Framework 4 プロフゔルへの変更 (Visual Basic) 

 

3. ChatProxy プロジェクトを右クリックして、[Add Reference] (参照の追加) をクリック

します。[Projects] (プロジェクト) タブを使用して、DiscoveryChat プロジェクトへの

プロジェクト参照を追加します。これらの手順を繰り返し、[.NET] タブを使用して、

System.ServiceModel ラブラリと System.ServiceModel.Discovery ラブラリへの参

照を追加します。 

4. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

5. 検索プロキシでは、プロキシ サービスを実装するためのクラスが必要です。次の手

順では、ChatDiscoveryProxy クラスを作成します。ソリューション エクスプローラ



ーで、ChatProxy プロジェクトを右クリックし、[Add] (追加) をポントして、[Class] 

(クラス) をクリックします。[Name] (名前) ボックスに「ChatDiscoveryProxy」と入力

します。 
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"ChatDiscoveryProxy" という新しいクラスの追加 (C#) 

 

 



図 24 

"ChatDiscoveryProxy" という新しいクラスの追加 (Visual Basic) 

 

6. 新しいクラスに次の using (Imports) デゖレクテゖブを追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – ChatDiscoveryProxy Using Statements 

CSharp) 

C# 

using System.ServiceModel; 
using System.ServiceModel.Discovery; 
using System.Collections.ObjectModel; 
using Microsoft.Samples.Discovery.Contracts; 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – ChatDiscoveryProxy Using Statements VB) 

Visual Basic 

Imports System.ServiceModel 
Imports System.ServiceModel.Discovery 
Imports System.Collections.ObjectModel 
Imports Microsoft.Samples.Discovery.Contracts 

 

7. クラスを System.ServiceModel.Discovery.DiscoveryProxy 基本クラスから継承します。 

C# 

public class ChatDiscoveryProxy : DiscoveryProxy 

 

Visual Basic 

Public Class ChatDiscoveryProxy 
    Inherits DiscoveryProxy 

 

8. このラボでは、クラスが、スレッド セーフなメモリ内のキャッシュを管理します。

このため、WCF サービスのンスタンスをシングルトンにする必要があります。ま

た、スレッド セーフにし、スケーラビリテゖを最大限に確保する点から、複数の同

時呼び出しを許可することになります。ChatDiscoveryProxy クラスのシグネチャを変

更して、次の属性を追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – Proxy ServiceBehavior CSharp) 

C# 

[ServiceBehavior( 
    InstanceContextMode = InstanceContextMode.Single,  
    ConcurrencyMode = ConcurrencyMode.Multiple)] 
public class ChatDiscoveryProxy : System.ServiceModel.Discovery.DiscoveryProxy 



 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – Proxy ServiceBehavior VB) 

Visual Basic 

<ServiceBehavior(InstanceContextMode:=InstanceContextMode.Single, 
ConcurrencyMode:=ConcurrencyMode.Multiple)> 
Public Class ChatDiscoveryProxy 

 

メモ: メモリ内キャッシュを使用すると、検索プロキシのホストがシャットダウン

された場合、サービスに関する情報がすべて失われることになります。実装の堅牢

性を高めるには、データベースなどの永続的な記憶域を使用します。これにより、

サービスがダウンしても、サービス メタデータが失われることはありません。 

 

9. スレッド セーフなコレクション クラスを作成して、見つかったサービスのンスタ

ンスを保持します。ChatProxy プロジェクトを右クリックし、[Add] (追加) をポン

トして、[Class] (クラス) をクリックします。[Name] (名前) ボックスに

「ChatServiceCollection」と入力します。 

メモ: 詳細については、「Collections and Synchronization (Thread Safety)」(英語) を参

照してください。 

 

10. 新しいクラスに次の using (Imports) デゖレクテゖブを追加します。 

C# 

using System.ServiceModel.Discovery; 

 

Visual Basic 

Imports System.ServiceModel.Discovery 

 

11. クラスを internal (C#) または friend (Visual Basic) にして、SynchronizedKeyedCollection 

基本クラスから継承します。 

C# 

internal class ChatServiceCollection : SynchronizedKeyedCollection<Uri, 
EndpointDiscoveryMetadata> 

 

Visual Basic 

Friend Class ChatServiceCollection 
    Inherits SynchronizedKeyedCollection(Of Uri, EndpointDiscoveryMetadata) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/573ths2x(VS.71).aspx


 

12. 次のコードのように、SynchronizedKeyedCollection クラスの GetKeyForItem メソッド

を実装します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – GetKeyForItem Method CSharp) 

C# 

internal class ChatServiceCollection :  
    SynchronizedKeyedCollection<Uri, EndpointDiscoveryMetadata> 
{ 
 
    protected override Uri GetKeyForItem(EndpointDiscoveryMetadata item) 
    { 
        if (item == null) 
        { 
            throw new ArgumentNullException("item"); 
        } 
 
        return item.Address.Uri; 
    } 
 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – GetKeyForItem Method VB) 

Visual Basic 

Friend Class ChatServiceCollection 
    Inherits SynchronizedKeyedCollection(Of Uri, EndpointDiscoveryMetadata) 
 
    Protected Overrides Function GetKeyForItem(ByVal item As 
System.ServiceModel.Discovery.EndpointDiscoveryMetadata) As System.Uri 
        If item Is Nothing Then 
            Throw New ArgumentNullException("item") 
        End If 
 
        Return item.Address.Uri 
    End Function 
End Class 

 

13. ChatDiscoveryProxy クラスの実装に切り替えて、次のコードのように、静的 

ChatServiceCollection プロパテゖとそのバッキング フゖールドを追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – ChatServiceCollection Member CSharp) 

C# 

public class ChatDiscoveryProxy : DiscoveryProxy 
{ 
    private static ChatServiceCollection cache = new 
ChatServiceCollection(); 
 
    internal static ChatServiceCollection Cache  



    {  
        get { return cache; }  
    } 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – ChatServiceCollection Member VB) 

Visual Basic 

Public Class ChatDiscoveryProxy 
    Inherits DiscoveryProxy 
 
    Private Shared cache_Renamed As New ChatServiceCollection() 
 
    Friend Shared ReadOnly Property Cache() As ChatServiceCollection 
        Get 
            Return cache_Renamed 
        End Get 
    End Property 
End Class 

 

14. サービスを完成するにはいくつかヘルパー クラスが必要です。便宜上、これらのク

ラスは既に作成済みで、ソリューションに追加するだけです。これを行うには、

ChatProxy プロジェクトを右クリックし、[Add] (追加) をポントして、[Existing 

Item] (既存の項目) をクリックします。次に、Source\Assets\ChatProxy を参照して 

(好みの言語に対応するフォルダーを選択し)、次のフゔルを追加します。 

a. AsyncResult.cs  

b. CompletedAsyncResult.cs  

c. FindAsyncResult.cs  

d. EndpointDiscoveryMetadataExtensions.cs 

15. オンラン ゕナウンスを受信したときは、キャッシュするサービスかどうか判断す

る必要があります。必要なサービスであれば、キャッシュに追加します。次のコー

ドを追加して、ChatDiscoveryProxy クラス内で OnBeginOnlineAnnouncement メソッ

ドをオーバーラドします。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OnBeginOnlineAnnouncement Method 

CSharp) 

C# 

protected override IAsyncResult 
OnBeginOnlineAnnouncement(DiscoveryMessageSequence messageSequence, 
                                                EndpointDiscoveryMetadata 
endpointDiscoveryMetadata, 
                                                AsyncCallback callback, 
                                                object state) 
{ 



    if (endpointDiscoveryMetadata == null) 
    { 
        throw new ArgumentNullException("endpointDiscoveryMetadata"); 
    } 
 

    // ISimpleChatService サービスのみに注目します 

    FindCriteria criteria = new FindCriteria(typeof(ISimpleChatService)); 
 
    if (criteria.IsMatch(endpointDiscoveryMetadata)) 
    { 
        endpointDiscoveryMetadata.WriteLine("Adding"); 
        Cache.Add(endpointDiscoveryMetadata); 
    } 
 
    return new CompletedAsyncResult(callback, state); 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OnBeginOnlineAnnouncement Method 

VB) 

Visual Basic 

Protected Overrides Function OnBeginOnlineAnnouncement(ByVal 
messageSequence As DiscoveryMessageSequence, ByVal 
endpointDiscoveryMetadata As EndpointDiscoveryMetadata, ByVal callback As 
AsyncCallback, ByVal state As Object) As IAsyncResult 
    If endpointDiscoveryMetadata Is Nothing Then 
        Throw New ArgumentNullException("endpointDiscoveryMetadata") 
    End If 
 

    ' ISimpleChatService サービスのみに注目します 

    Dim criteria As New FindCriteria(GetType(ISimpleChatService)) 
 
    If criteria.IsMatch(endpointDiscoveryMetadata) Then 
        endpointDiscoveryMetadata.WriteLine("Adding") 
        Cache.Add(endpointDiscoveryMetadata) 
    End If 
 
    Return New CompletedAsyncResult(callback, state) 
End Function 

 

16. オフラン ゕナウンス メッセージを受信したときに、キャッシュにメタデータが存

在する場合は、キャッシュからメタデータを削除します。次のコードを追加して、

OnBeginOfflineAnnouncement メソッドをオーバーラドします。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OnBeginOfflineAnnouncement Method 

CSharp) 

C# 

protected override IAsyncResult 
OnBeginOfflineAnnouncement(DiscoveryMessageSequence messageSequence, 



EndpointDiscoveryMetadata endpointDiscoveryMetadata, AsyncCallback callback, 
object state) 
{ 
    try 
    { 
        if (endpointDiscoveryMetadata == null) 
        { 
            throw new ArgumentNullException("endpointDiscoveryMetadata"); 
        } 
 

        // ISimpleChatService サービスのみに注目します 

        FindCriteria criteria = new 
FindCriteria(typeof(ISimpleChatService)); 
 
        if (criteria.IsMatch(endpointDiscoveryMetadata)) 
        { 
            endpointDiscoveryMetadata.WriteLine("Removing"); 
            Cache.Remove(endpointDiscoveryMetadata.Address.Uri); 
        } 
    } 
    catch (KeyNotFoundException) 
    { 

        // キャッシュ内にメタデータが存在しなければ問題ありません 

    } 
 
    return new CompletedAsyncResult(callback, state); 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OnBeginOfflineAnnouncement Method 

VB) 

Visual Basic 

Protected Overrides Function OnBeginOfflineAnnouncement(ByVal 
messageSequence As DiscoveryMessageSequence, ByVal 
endpointDiscoveryMetadata As EndpointDiscoveryMetadata, ByVal callback As 
AsyncCallback, ByVal state As Object) As IAsyncResult 
    Try 
        If endpointDiscoveryMetadata Is Nothing Then 
            Throw New ArgumentNullException("endpointDiscoveryMetadata") 
        End If 
 

        ' ISimpleChatService サービスのみに注目します 

        Dim criteria As New FindCriteria(GetType(ISimpleChatService)) 
 
        If criteria.IsMatch(endpointDiscoveryMetadata) Then 
            endpointDiscoveryMetadata.WriteLine("Removing") 
            Cache.Remove(endpointDiscoveryMetadata.Address.Uri) 
        End If 
    Catch e1 As KeyNotFoundException 

        ' キャッシュ内にメタデータが存在しなければ問題ありません 

    End Try 
 
    Return New CompletedAsyncResult(callback, state) 
End Function 



 

17. ここで、OnBeginFind メソッドをオーバーラドします。このメソッドは、クラゕ

ントからプロキシに Discovery Find 要求を発行する際に呼び出されます。このメソッ

ドで、既知のサービス エンドポントのキャッシュを検索し、エンドポントが一

致するクラゕントの Find 要求に応答します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OnBeginFind Method CSharp) 

C# 

protected override IAsyncResult OnBeginFind(FindRequestContext 
findRequestContext, AsyncCallback callback, object state) 
{ 
    if (findRequestContext == null) 
    { 
        throw new ArgumentNullException("findRequestContext"); 
    } 
 
    Console.WriteLine( 
        "Find request for contract {0}", 
        findRequestContext.Criteria.ContractTypeNames.FirstOrDefault()); 
 

    // 一致するエンドポントを検索するクエリ 

    var query = from service in Cache 
                where findRequestContext.Criteria.IsMatch(service) 
                select service; 
 

    // クエリ結果を含めるコレクション 

    var matchingEndpoints = new Collection<EndpointDiscoveryMetadata>(); 
 

    // クエリを実行し、一致するエンドポントを追加します 

    foreach (EndpointDiscoveryMetadata metadata in query) 
    { 
        metadata.WriteLine("\tFound"); 
        matchingEndpoints.Add(metadata); 
        findRequestContext.AddMatchingEndpoint(metadata); 
    } 
 
    return new FindAsyncResult(matchingEndpoints, callback, state); 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OnBeginFind Method VB) 

Visual Basic 

Protected Overrides Function OnBeginFind(ByVal findRequestContext As 
FindRequestContext, ByVal callback As AsyncCallback, ByVal state As Object) 
As IAsyncResult 
    If findRequestContext Is Nothing Then 
        Throw New ArgumentNullException("findRequestContext") 
    End If 
 



    Console.WriteLine("Find request for contract {0}", 
findRequestContext.Criteria.ContractTypeNames.FirstOrDefault()) 
 

    ' 一致するエンドポントを検索するクエリ 

    Dim query = From service In Cache 
                Where findRequestContext.Criteria.IsMatch(service) 
                Select service 
 

    ' クエリ結果を含めるコレクション 

    Dim matchingEndpoints = New Collection(Of EndpointDiscoveryMetadata)() 
 

    ' クエリを実行し、一致するエンドポントを追加します 

    For Each metadata As EndpointDiscoveryMetadata In query 
        metadata.WriteLine(Constants.vbTab & "Found") 
        matchingEndpoints.Add(metadata) 
        findRequestContext.AddMatchingEndpoint(metadata) 
    Next metadata 
 
    Return New FindAsyncResult(matchingEndpoints, callback, state) 
End Function 

 

18. OnEndFind メソッドをオーバーラドして、検索操作を完成します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OnEndFind Method CSharp) 

C# 

protected override void OnEndFind(IAsyncResult result) 
{ 
    FindAsyncResult.End(result); 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – OnEndFind Method VB) 

Visual Basic 

Protected Overrides Sub OnEndFind(ByVal result As System.IAsyncResult) 
    FindAsyncResult.End(result) 
End Sub 

 

メモ: このラボのソリューションでは、検索プロキシがコンソール ゕプリケーショ

ンとして実装されます。運用環境では、Windows サービスなどの、より堅牢なホス

テゖング ソリューションを使用します。 

 

19. System.ServiceModel.Discovery.DiscoveryProxy クラスの抽象メソッドとして宣言され

たメソッドのうち、残りの必要なメソッドをオーバーラドします。 



(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – DiscoveryProxy Abstract Methods CSharp) 

C# 

protected override IAsyncResult OnBeginResolve(ResolveCriteria 
resolveCriteria, AsyncCallback callback, object state) 
{ 
    return new CompletedAsyncResult(callback, state); 
} 
 
protected override EndpointDiscoveryMetadata OnEndResolve(IAsyncResult 
result) 
{ 
    return CompletedAsyncResult<EndpointDiscoveryMetadata>.End(result); 
} 
 
protected override void OnEndOfflineAnnouncement(IAsyncResult result) 
{ 
    CompletedAsyncResult.End(result); 
} 
 
protected override void OnEndOnlineAnnouncement(IAsyncResult result) 
{ 
    CompletedAsyncResult.End(result); 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – DiscoveryProxy Abstract Methods VB) 

Visual Basic 

Protected Overrides Function OnBeginResolve(ByVal resolveCriteria As 
ResolveCriteria, ByVal callback As AsyncCallback, ByVal state As Object) As 
IAsyncResult 
    Return New CompletedAsyncResult(callback, state) 
End Function 
 
Protected Overrides Function OnEndResolve(ByVal result As IAsyncResult) As 
EndpointDiscoveryMetadata 
    Return CompletedAsyncResult(Of EndpointDiscoveryMetadata).End(result) 
End Function 
 
Protected Overrides Sub OnEndOfflineAnnouncement(ByVal result As 
IAsyncResult) 
    CompletedAsyncResult.End(result) 
End Sub 
 
Protected Overrides Sub OnEndOnlineAnnouncement(ByVal result As 
IAsyncResult) 
    CompletedAsyncResult.End(result) 
End Sub 

 

20. ここで、Main メソッドを変更して、ChatDiscoveryProxy サービスの ServiceHost を作

成します。ChatProxy プロジェクトの、Program.cs (C#) または Module1.vb (Visual 

Basic) を開きます。 



21. 次の using (Imports) デゖレクテゖブを Program.cs に追加します。 

C# 

using System.Net; 
using System.ServiceModel; 
using System.ServiceModel.Discovery; 

 

Visual Basic 

Imports System.Net 
Imports System.ServiceModel 
Imports System.ServiceModel.Discovery 

 

22. ChatDiscoveryProxy サービスをホストする場合、サービス ホストの 

DiscoveryEndpoint エンドポントを作成します。Program クラス (C#) または 

Module1 モジュール (Visual Basic) 内に、次のメソッドを追加します。 

メモ: このラボのソリューションでは、プロキシ サービスに TCP ポート 8001 を使

用しています。 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – HostDiscoveryEndpoint Method CSharp) 

C# 

private static ServiceHost HostDiscoveryEndpoint(string hostName) 
{ 

    // シングルトンの ChatDiscoveryProxy を指定して、新しい ServiceHost を作成

します 

    ServiceHost myProxyHost = new 
        ServiceHost(new ChatDiscoveryProxy()); 
 
    string proxyAddress = "net.tcp://" + 
        hostName + ":8001/discoveryproxy"; 
 

    // 検索エンドポントを作成します 

    DiscoveryEndpoint discoveryEndpoint = 
        new DiscoveryEndpoint( 
            new NetTcpBinding(), 
            new EndpointAddress(proxyAddress)); 
 
    discoveryEndpoint.IsSystemEndpoint = false; 
 

    // UDP ゕナウンス エンドポントを追加します 

    myProxyHost.AddServiceEndpoint(new UdpAnnouncementEndpoint()); 
 

    // 検索エンドポントを追加します 

    myProxyHost.AddServiceEndpoint(discoveryEndpoint); 
 



    myProxyHost.Open(); 
    Console.WriteLine("Discovery Proxy {0}", 
        proxyAddress); 
 
    return myProxyHost; 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – HostDiscoveryEndpoint Method VB) 

Visual Basic 

Private Function HostDiscoveryEndpoint(ByVal hostName As String) As 
ServiceHost 

    ' シングルトンの ChatDiscoveryProxy を指定して、新しい ServiceHost を作成し

ます 

    Dim myProxyHost As New ServiceHost(New ChatDiscoveryProxy()) 
 
    Dim proxyAddress As String = "net.tcp://" & hostName & 
":8001/discoveryproxy" 
 

    ' 検索エンドポントを作成します 

    Dim discoveryEndpoint As New DiscoveryEndpoint(New NetTcpBinding(), New 
EndpointAddress(proxyAddress)) 
 
    discoveryEndpoint.IsSystemEndpoint = False 
 

    ' UDP ゕナウンス エンドポントを追加します 

    myProxyHost.AddServiceEndpoint(New UdpAnnouncementEndpoint()) 
 

    ' 検索エンドポントを追加します 

    myProxyHost.AddServiceEndpoint(discoveryEndpoint) 
 
    myProxyHost.Open() 
    Console.WriteLine("Discovery Proxy {0}", proxyAddress) 
 
    Return myProxyHost 
End Function 

 

23. 次のコードのように Main メソッドを変更して、ChatDiscoveryProxy サービスをホス

トします。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – DiscoveryProxy Main Method CSharp) 

C# 

static void Main(string[] args) 
{ 
    Console.Title = "ChatProxy Service"; 
    Console.WriteLine("ChatProxy Console Host"); 
    string hostName = Dns.GetHostName(); 
 
    using (ServiceHost proxyHost = HostDiscoveryEndpoint(hostName)) 
    { 



        Console.WriteLine("Press <Enter> to exit"); 
        Console.ReadLine(); 
        proxyHost.Close(); 
    } 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – DiscoveryProxy Main Method VB) 

Visual Basic 

Sub Main() 
    Console.Title = "ChatProxy Service" 
    Console.WriteLine("ChatProxy Console Host") 
    Dim hostName As String = Dns.GetHostName() 
 
    Using proxyHost As ServiceHost = HostDiscoveryEndpoint(hostName) 
        Console.WriteLine("Press <Enter> to exit") 
        Console.ReadLine() 
        proxyHost.Close() 
    End Using 
End Sub 

 

24. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

タスク 2 – DiscoveryChat ゕプリケーションを変更して、マネージ検索を使用する 

検索プロキシが実装されたので、チャット ゕプリケーションを変更してこれを使用します。 

1. DiscoveryChat プロジェクトから、SimpleChat フゔルをコード ビューで開きます。

フゔルを選択して F7 キーを押すと、コード ビューが開きます。 

2. ManagedDiscovery メソッドを検索します。[Managed Discovery] オプション ボタンが

選択されていれば、このメソッドが UI から既に呼び出されています。ゕドホック検

索用のハンドラーは既に実装したので、後は、次のようにコードを追加して、マネ

ージ検索を実装するだけです。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – ManagedDiscovery  Method CSharp) 

C# 

private void ManagedDiscovery() 
{ 
    try 
    { 

        // プロキシのエンドポントを作成します 

        DiscoveryEndpoint proxyEndpoint = 
            new DiscoveryEndpoint( 
                new NetTcpBinding(), 
                new EndpointAddress(proxyAddressText.Text)); 
 



        // プロキシ エンドポントを指定して、マネージ検索の 

        // DiscoveryClient を作成します 

        this.discoveryClient = new DiscoveryClient(proxyEndpoint); 
 

        // ゕドホック検索と同じハンドラー 

        this.discoveryClient.FindCompleted += 
            new EventHandler<FindCompletedEventArgs>(this.OnFindCompleted); 
        this.discoveryClient.FindProgressChanged += 
            new 
EventHandler<FindProgressChangedEventArgs>(this.OnFindProgressChanged); 
 

        // 検索用フォームを設定します 

        this.ShowDiscoveryInProgress(true); 
 
        this.discoveryClient.FindAsync(new 
FindCriteria(typeof(ISimpleChatService))); 
    } 
    catch (UriFormatException) 
    { 
        MessageBox.Show( 
            Resources.InvalidUriMessage, 
            this.Text, 
            MessageBoxButtons.OK, 
            MessageBoxIcon.Information, 
            MessageBoxDefaultButton.Button1, 
            (MessageBoxOptions)0); 
    } 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – ManagedDiscovery  Method VB) 

Visual Basic 

Private Sub ManagedDiscovery() 
    Try 

        ' プロキシのエンドポントを作成します 

        Dim proxyEndpoint As New DiscoveryEndpoint(New NetTcpBinding(), New 
EndpointAddress(proxyAddressText.Text)) 
 

        ' プロキシ エンドポントを指定して、マネージ検索の 

        ' DiscoveryClient を作成します 

        Me._discoveryClient = New DiscoveryClient(proxyEndpoint) 
 

        ' ゕドホック検索と同じハンドラー 

        AddHandler _discoveryClient.FindCompleted, AddressOf 
OnFindCompleted 
        AddHandler _discoveryClient.FindProgressChanged, AddressOf 
OnFindProgressChanged 
 

        ' 検索用フォームを設定します 

        Me.ShowDiscoveryInProgress(True) 
 



        Me._discoveryClient.FindAsync(New 
FindCriteria(GetType(ISimpleChatService))) 
    Catch e1 As UriFormatException 
        MessageBox.Show(My.Resources.InvalidUriMessage, Me.Text, 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information, 
MessageBoxDefaultButton.Button1, CType(0, MessageBoxOptions)) 
    End Try 
End Sub 

 

3. InitializeManagedDiscovery メソッドを探し、マネージ検索のオプション ボタンの 

Checked プロパテゖを True に設定します。 

C# 

private void InitializeManagedDiscovery() 
{ 
    this.managedRadioButton.Checked = true; 
} 

 

Visual Basic 

Private Sub InitializeManagedDiscovery() 
    Me.managedRadioButton.Checked = True 
End Sub 

 

4. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

次の手順 

演習 7: 確認 

演習 7: 確認 

ここで、チャット ゕプリケーションをテストして、クラゕントがゕナウンスを検出でき

ることを確認します。 

1. ChatProxy プロジェクトを右クリックして、[Set as StartUp project] (スタートゕップ 

プロジェクトに設定) をクリックします。 

2. F5 キーを押して、デバッガーで ChatProxy コンソールを開始します。 



 

図 25 

実行中の ChatProxy サービス 

 

メモ: Windows フゔゕウォールから、プロキシやチャット クラゕントがネット

ワークを使用してゕクセスすることを許可するよう求められることがあります。こ

れは許可してかまいません。 

 

3. Visual Studio ソリューション エクスプローラーに切り替えて、DiscoveryChat プロジ

ェクトを右クリックし、[Debug] (デバッグ) をポントして、[Start New Instance] (新

しいンスタンスを開始) をクリックし、DiscoveryChat ゕプリケーションのンス

タンスを 2 つ開始します。 

4. DiscoveryChat ゕプリケーションのンスタンスの一方に切り替えて、チャットを次

のように設定します。 

a. User Name: Fred 

b. [Sign in] をクリックします。 

5. もう一方の DiscoveryChat ンスタンスに切り替えて、チャットを次のように設定し

ます。 

a. User Name: Wilma 

b. [Sign in] をクリックします。 



6. Wilma がサンンすると、Wilma のウゖンドウで、マネージ検索プロキシから 

Fred が検出されます。Fred のチャット ウゖンドウでは、Wilma のウゖンドウからの

オンラン ゕナウンスが検出され、Wilma が自動的に追加されます。 

 

図 26 

実行中のマネージ検索 

 

7. Wilma のチャット ウゖンドウで [Sign out] をクリックして、オフラン ゕナウンス

が機能することを確認します。これにより、Fred のウゖンドウのゕクセス可能なユ

ーザーの一覧から Wilma が削除されます。 

8. 両方のゕプリケーションでサンンとサンゕウトを行うと、それぞれのゕプリ

ケーションで、もう一方のユーザーのオンランとオフランのゕナウンスが認識

されます。 



 

図 27 

実行中の ChatProxy サービス 

 

9. Shift キーを押しながら F5 キーを押すか (C#)、Ctrl キー、Alt キー、Break キーを同時

に押して (Visual Basic)、デバッグを停止します。 

 

次の手順 

演習 8: プロトコル ブリッジ 

演習 8: プロトコル ブリッジ 

.NET Framework 4 の WCF では、System.ServiceModel.Routing 名前空間に、新しいルーテゖン

グ サービスが含まれるようになりました。このルーテゖング サービスは、汎用的で構成可

能な SOAP 仲介機能として動作するようデザンされていて、コンテンツ ベースのルーテゖ

ングを構成し、プロトコル ブリッジを設定して、発生する通信エラーをハンドルできます。

ルーテゖング サービスが実行中でも、再起動することなく、ルーテゖング構成を更新する

こともできます。 



 

図 28 

http と net.tcp とをブリッジするルーテゖング サービス 

 

基本的な http を使用する通信しかできないクラゕント ゕプリケーションと、net.tcp を使

用して通信するサービスがあるとします。この問題を解決する方法はたくさんあります。た

とえば、WCF では、サービスに 1 つ以上のエンドポントを設定し、その中の 1 つのエンド

ポントで basicHttpBinding を使用してクラゕントに公開できます。 

.NET Framework 4 の WCF に含まれる System.ServiceModel.Routing により、別の方法でこの問

題を解決できるようになりました。この演習では、ルーテゖング サービスを構成するだけ

で、ルーテゖング サービスを使用して http プロトコルと net.tcp プロトコルをブリッジしま

す。 

タスク 0 – ソリューションを開く 

この演習では、新しい開始ソリューションを使用します。 

1. Source\Ex8-ProtocolBridging\Begin にある演習 8 の開始ソリューションを開きま

す (好みの言語に対応するフォルダーを選択します)。この開始ソリューションを、

この演習の出発点として使用します。 

2. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

タスク 1 – 電卓を試す 

このタスクでは、電卓ソリューションを確認します。 

1. このソリューションには、CalculatorService と CalculatorClient という 2 つのプロジェ

クトが含まれています。 

2. CalculatorService プロジェクトで app.config フゔルを開きます。CalculatorService の

ベース ゕドレスに net.tcp ゕドレスが使用されているのがわかります。 



XML 

<service name="CalculatorService.CalculatorService"> 
  <!-- ... --> 
  <host> 
    <baseAddresses> 
      <add baseAddress="net.tcp://localhost:9090/CalculatorService" /> 
    </baseAddresses> 
  </host> 

 

3. CalculatorClient プロジェクトには、CalculatorService プロジェクトへのサービス参照

が含まれています。CalculatorClient プロジェクトの app.config フゔルを開くと、

<client> セクションでも net.tcp を使用して電卓サービスと通信していることがわか

ります。 

XML 

<client> 
  <endpoint address="net.tcp://localhost:9090/CalculatorService" 
      binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="CalculatorService" 
      contract="CalculatorServiceReference.ICalculatorService"  
      name="CalculatorService" /> 
</client> 

 

4. このソリューションは、複数のスタートゕップ プロジェクトを使用するよう設定さ

れています。このように設定されていない場合は、ソリューション エクスプローラ

ーでソリューション ノードを右クリックし、[Set StartUp Projects] (スタートゕップ 

プロジェクトの設定) をクリックして構成します。Ctrl キーを押しながら F5 キーを

押して、ソリューションを開始します。これにより、CalculatorService ゕプリケーシ

ョンと CalculatorClient ゕプリケーションが起動します。 

5. CalculatorClient は、ランダムな値を使用してあらかじめ読み込まれます。[Invoke 

Service] をクリックして、net.tcp 経由でサービスを起動します。次のような画面が表

示されます。 



 

図 29 

TCP 経由で接続された電卓サービスとクラゕント ゕプリケーション 

 

 

タスク 2 – ルーテゖング サービスを追加する 

net.tcp を使って接続できれば、この電卓は実にうまく機能します。しかし、電卓ゕプリケ

ーションに、ンターネット経由で電卓サービスにゕクセスできること、という要件がある

とするとどうでしょう。 

このタスクでは、CalculatorClient を変更して、http プロトコルと net.tcp プロトコルをブリッ

ジするルーテゖング サービスに接続します。 

1. Ex8-ProtocolBriding ソリューションを右クリックし、[Add] (追加) をポントして、

[Existing Project] (既存のプロジェクト) をクリックします。次に、Source\Assets から 

RouterService プロジェクトを追加します (好みの言語に対応するフォルダーを選択し

ます)。 

2. このルーテゖング サービスを構成する必要があるため、RouterService プロジェクト

の web.config フゔルを開きます。 

3. このルーテゖング サービスは、サービスでもあり、クラゕントでもあります。ま

ず、クラゕント エンドポントとバンデゖングの構成を web.config フゔルに

追加します。次のように構成を追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – RoutingService calc endpoint XML) 



XML 

<system.serviceModel> 
  <bindings> 
    <netTcpBinding> 
      <binding name="CalculatorService" > 
        <security mode="None" /> 
      </binding> 
    </netTcpBinding> 
  </bindings> 
  <client> 
    <endpoint name="regularCalculatorEndpoint" 
              address="net.tcp://localhost:9090/CalculatorService" 
              binding="netTcpBinding" 
              bindingConfiguration="CalculatorService" 
              contract="*" /> 
  </client> 
</system.serviceModel> 

 

4. ルーテゖング サービスは、フゖルター テーブルを使用して、着信メッセージをクラ

ゕント エンドポントと対応付けます。そこで、フゖルター テーブルを作成し、

構成によってこのフゖルター テーブルを適用するサービス ビヘビゕーを作成しま

す。</client> の後に次のように追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – Routing service behavior XML) 

XML 

  </client> 
  <behaviors> 
    <serviceBehaviors> 
      <behavior name="routingConfiguration"> 
        <routing filterTableName="filterTable1" /> 
        <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/> 
      </behavior> 
    </serviceBehaviors> 
  </behaviors> 
  <routing> 
    <filters> 
      <filter name="MatchAllFilter" filterType="MatchAll" /> 
    </filters> 
    <filterTables> 
      <filterTable name="filterTable1"> 
        <add filterName="MatchAllFilter"  
             endpointName="regularCalculatorEndpoint" priority="0"/> 
      </filterTable> 
    </filterTables> 
  </routing> 
</system.serviceModel> 

 

 フゖルター テーブルの機能 



このフゖルター テーブルは、すべての要求を照合し、該当する要求を、

net.tcp://localhost:9090/CalculatorService でリッスンしている 

regularCalculatorEndpoint にルーテゖングします。 

 

5. 最後に、ルーテゖング サービスのサービス定義を追加します。ルーテゖング サービ

スは、http で要求をリッスンし、電卓サービスに要求をルーテゖングします。この

電卓サービスは net.tcp でリッスンしているため、事実上、プロトコルがブリッジさ

れます。</routing> の後に次のように追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – Routing service XML) 

XML 

  </routing> 
  <services> 
    <service behaviorConfiguration="routingConfiguration" 
             name="System.ServiceModel.Routing.RoutingService"> 
      <endpoint address="general" 
                binding="basicHttpBinding" 
                name="routerEndpoint1" 
                contract="System.ServiceModel.Routing.IRequestReplyRouter" 
/> 
    </service> 
  </services> 
</system.serviceModel> 

 

 

タスク 3 – HTTP のルーテゖングを有効にするようクラゕントを変更する 

1. クラゕント ゕプリケーションでは、ルーデゖングー サービスに使用するクラゕ

ント エンドポント定義が必要です。CalculatorClient プロジェクトから app.config 

フゔルを開き、既存のエンドポントの後に次のように追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – CalcClient endpoint XML) 

XML 

  <endpoint address="http://localhost:8000/Router.svc/general" 
            binding="basicHttpBinding" 
            contract="CalculatorServiceReference.ICalculatorService" 
            name="RouterService" /> 
</client> 

 

 構成における名前付きエンドポント 



<client> セクションに複数のエンドポントが定義されている場合、クラゕント 

プロキシを作成する際に、エンドポント名の指定が必要になります。

MainWindow の CalculateResults メソッドを見ると、このエンドポント名をプロキ

シ コンストラクターに渡しているのがわかります。 

 

 

次の手順 

演習 8: 確認 

演習 8: 確認 

この確認では、CalculatorClient ゕプリケーションをテストして、HTTP 接続および TCP 接続

経由で要求をルーテゖングできるかどうか確認します。 

1. Ex-8ProtocolBriding ソリューションを右クリックし、[Set Startup Projects] (スタート

ゕップ プロジェクトの設定) をクリックします。 

2. [Multiple Startup Projects] (マルチ スタートゕップ プロジェクト) をクリックし、3 つ

のすべてのプロジェクトを [Start] (開始) に設定します。 

 

図 30 

[Multiple Startup projects] (マルチ スタートゕップ プロジェクト) の設定 



 

3. [OK] をクリックして、ソリューションのプロパテゖ ダゕログ ボックスを閉じます。 

4. F5 キーを押してソリューションをデバッグします。3 つのすべてのプロジェクトが

開始されます。 

5. CalculatorClient のツール バーにあるドロップダウン ボックスの一覧から [Routed 

HTTP Connection] をクリックします。 

 

図 31 

[Routed HTTP Connection] をクリック 

 

6. [Invoke Service] をクリックしてルーテゖングされた接続をテストすると、サービス

が正常に起動します。 



 

図 32 

ルーテゖングされた HTTP を使用してサービスを起動している CalculatorClient  

 

 

次の手順 

演習 9: コンテンツ ベースのルーテゖング 

演習 9: コンテンツ ベースのルーテゖ

ング 

前の演習では、HTTP から TCP にプロトコルをブリッジして、すべての要求をサービスにル

ーテゖングしました。ただし、メッセージのコンテンツに基づいて要求をルーテゖングしな

ければならないことがよくあります。メッセージ本文のコンテンツに基づいてルーテゖング

することもできますが、パフォーマンスを向上するために、メッセージ ヘッダーのコンテ



ンツに基づいてルーテゖングすることをお勧めします。この演習では、丸めを行う電卓サー

ビスのバリエーションを追加します。その後、特殊なヘッダーを含むメッセージはこのサー

ビスにルーテゖングし、それ以外のメッセージは通常の電卓サービスにルーテゖングします。 

 

図 33 

メッセージ ヘッダーのコンテンツに基づいてルーテゖングするルーテゖング サービス 

 

タスク 0 – ソリューションを開く 

この演習では、新しいサービス、RoundingCalculatorService プロジェクト、および 

CalculatorClient ゕプリケーションへの更新を含む、新しい開始ソリューションを使用します。 

1. Source\Ex9-ContentRouting\Begin にある演習 9 の開始ソリューションを開きます 

(好みの言語に対応するフォルダーを選択します)。この開始ソリューションを、

この演習の出発点として使用します。 

2. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

タスク 1 – CalculatorClient を変更してカスタム ヘッダーを追加する 

CalculatorClient ゕプリケーションのツール バーにボタンを追加し、丸めを行う電卓を使用す

るかどうかを確認するようにします。これは先ほどとは異なるサービスですが、メッセージ

は同じルーテゖング サービスに送信します。このタスクでは、メッセージをルーテゖング

するためにルーテゖング サービスが使用する、カスタム ヘッダーを追加します。 



1. CalculatorClient プロジェクトで、MainWindow.xaml.cs (C#) または 

MainWindow.xaml.vb (Visual Basic) を開きます。 

2. AddOptionalRoundingHeader メソッドを探して次のように変更し、RoundingCalculator 

を使用する送信メッセージにカスタム ヘッダーを追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab –AddOptionalRoundingHeader method 

CSharp) 

C# 

private void AddOptionalRoundingHeader( 
    CalculatorServiceClient proxy) 
{ 
    if (this.checkRounding.IsChecked.Value == true) 
    { 
        OperationContext ctx = OperationContext.Current; 
        MessageHeaders messageHeadersElement = ctx.OutgoingMessageHeaders; 
        ctx.OutgoingMessageHeaders.Add( 
            MessageHeader.CreateHeader( 
            "RoundingCalculator", 
            "http://my.custom.namespace/", 
            "1")); 
    } 
} 

 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab –AddOptionalRoundingHeader method VB) 

Visual Basic 

Private Sub AddOptionalRoundingHeader(ByVal proxy As 
CalculatorServiceClient) 
    If (Me.checkRounding.IsChecked.Value = True) Then 
        Dim ctx = OperationContext.Current 
        Dim messageHeadersElement = ctx.OutgoingMessageHeaders 
        ctx.OutgoingMessageHeaders.Add( 
            MessageHeader.CreateHeader( 
            "RoundingCalculator", 
            "http://my.custom.namespace/", 
            "1")) 
    End If 
End Sub 

 

 

タスク 2 – フゖルター テーブルに新しいエントリを追加する 

このタスクでは、この新しいヘッダーを検出して、丸めを行う電卓にメッセージをルーテゖ

ングするように、ルーテゖング サービスを変更します。 



1. ヘッダーではカスタム名前空間を使用するため、名前空間のテーブルを作成する必

要があります。RouterService プロジェクトの web.config フゔルを開き、<routing> 

セクションに次のように追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab –Namespace Table XML) 

XML 

<routing> 
  <namespaceTable> 
    <add prefix="custom" namespace="http://my.custom.namespace/"/> 
  </namespaceTable> 

 

2. これで、XPath 式を使用して照合する新しい種類のフゖルターを定義できます。次の

フゖルター定義を web.config フゔルに追加します。このフゖルターは、値が 1 に

設定されているカスタムの RoundingCalculatorHeader を含むメッセージに一致します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab –XPathFilter XML) 

XML 

<filters>         
  <filter name="XPathFilter"  
          filterType="XPath"  
          filterData="sm:header()/custom:RoundingCalculator = 1"/> 

 

3. RoundingCalculatorService 用に新しいエンドポント ゕドレスを追加して、追加した

エンドポントにルーテゖングできるようにします。RouterService プロジェクトの 

web.config フゔルを変更し、<client> セクションに新しいエンドポント定義を次

のように追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – roundingCalculatorEndpoint XML) 

XML 

<client> 
  <endpoint name="roundingCalculatorEndpoint" 
            address="net.tcp://localhost:8080/RoundingCalculatorService" 
            binding="netTcpBinding" 
                bindingConfiguration="CalculatorService" 
            contract="*" />       

 

4. 最後に、フゖルター テーブルに新しいフゖルターを追加します。フゖルター テーブ

ルは、フゖルターの優先順位 (数字が大きいほど優先順位が高い) に基づいて一致す

るかどうかを順番に評価します。MatchAll フゖルターより前にメッセージが見つか



るように、XPathFilter の優先順位を高くする必要があります。RouterService の 

web.config を開き、<filterTable> 構成を次のように変更します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – filterTable1 XPathFilter XML) 

XML 

<filterTable name="filterTable1"> 
  <add filterName="XPathFilter"  
       endpointName="roundingCalculatorEndpoint"  
       priority="1"/> 
  <add filterName="MatchAllFilter" 
       endpointName="regularCalculatorEndpoint" 
       priority="0"/> 
</filterTable> 

 

 

次の手順 

演習 9: 確認 

演習 9: 確認 

1. F5 キーを押してソリューションをデバッグします。 

2. CalculatorClient で、[Routed HTTP connection] をクリックします。 

3. ツール バーの [Use Rounding] をクリックして選択します。 

4. [Invoke Service] をクリックします。 

5. 小数点以下 1 位に丸められた値が表示されます。 
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丸めを行う電卓サービスにメッセージをルーテゖングするルーテゖング サービス 

 

6. [Use Rounding] をクリックして、丸めを無効にします。 

7. [Invoke Service] を再度クリックします。 

8. 今回は、ルーテゖング サービスが通常の電卓サービスを選択するため、値が小数点

以下 1 位に丸められていないことがわかります。 

 

次の手順 

演習 10: バックゕップ一覧 

演習 10: バックゕップ一覧 

ルーテゖングを使用してプロトコルをブリッジしたり、コンテンツに基づいてルーテゖング

するしくみについて見てきました。この演習では、主要サービスにゕクセスできない場合に

使用する、代替サービスの一覧を追加する方法について確認します。 
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バックゕップ一覧を使用するルーテゖング サービス 

 

タスク 0 – ソリューションを開く 

この演習では、演習 9 で完成したソリューションを使用します。または、次の手順を実行し

て、演習 10 を開始することもできます。 

1. Source\Ex10-BackupLists\Begin にある演習 10 の開始ソリューションを開きます 

(好みの言語に対応するフォルダーを選択します)。この開始ソリューションを、

この演習の出発点として使用します。 

2. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

タスク 1 – 問題のあるエンドポントを追加する 

このタスクでは、存在しないエンドポントを呼び出すように構成を変更します。これによ

り、エンドポントにゕクセスできない場合のルーテゖング サービスの動作を確認できま

す。 

1. RouterService プロジェクトの web.config フゔルを開きます。 

2. badEndpoint 定義を <client> セクションに次のように追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – badEndpoint XML) 

XML 

<client> 
  <endpoint name="badEndpoint" 



            address="http://localhost:404/bad/endpoint" 
            binding="wsHttpBinding" 
            contract="*" /> 

 

3. ここで、通信エラーになるように、要求をこのエンドポントに実際に送信する

よう、ルーテゖング サービスに指示します。フゖルター テーブルの正常な電卓

エンドポントの 1 つを置き換えます。フゖルター テーブルの定義で、

roundingCalculatorEndpoint を参照するエントリを、badEndpoint を参照するように

変更します。 

XML 

<filterTables> 
  <filterTable name="filterTable1"> 
    <add filterName="XPathFilter" 
         endpointName="badEndpoint" 
         priority="1"/> 

 

 

タスク 2 – ルーテゖングの失敗を監視する 

1. Ex10-BackupLists ソリューションを右クリックし、[Set StartUp Projects] (スタートゕ

ップ プロジェクトの設定) をクリックします。 

2. [Multiple startup projects] (マルチ スタートゕップ プロジェクト) をクリックし、すべ

てのプロジェクトを [Start] (開始) に設定します。 

3. F5 キーを押してソリューションをデバッグします。 

4. CalculatorClient で、[Routed HTTP connection]、[Use Rounding] の順にクリックして、

丸めを行うメッセージ ヘッダーを追加します。 

5. [Invoke Service] をクリックします。 

6. ルーテゖング サービスが、存在しないエンドポントにメッセージをルーテゖング

しようとしたため、クラゕントで通信の例外を受け取ります。 
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クラゕントが受け取る通信エラー 

 

 

タスク 3 – バックゕップ一覧を有効にする 

ルーテゖング サービスでは、ルーテゖング先のエンドポントごとにバックゕップ

一覧を作成できます。主要エンドポントにゕクセスできないと、ルーテゖング サ

ービスでは、バックゕップ一覧にあるサービスへのルーテゖングの試行を開始しま

す。これは、いずれかのサービスが正常に起動するか、すべてのサービスが失敗す

るまで行われます。 

1. RouterService プロジェクトの web.config フゔルを開きます。 

2. バックゕップ一覧を <routing> セクションに次のように追加します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – BackupLists XML) 

XML 

<routing> 
  <backupLists> 
    <backupList name="backupList1"> 
      <add endpointName="roundingCalculatorEndpoint"/> 
    </backupList> 
  </backupLists> 



 

3. フゖルターにも必要に応じてバックゕップ一覧を含めることができます。

badEndpoint にルーテゖングする XPathFilter を変更して、次のようにバックゕップ一

覧を追加します。 

XML 

<filterTable name="filterTable1"> 
  <add filterName="XPathFilter" 
       endpointName="badEndpoint" 
       backupList="backupList1" 
       priority="1"/> 

 

 

次の手順 

演習 10: 確認 

演習 10: 確認 

1. F5 キーを押して、デバッガーでソリューションを起動すると、すべての 4 つのプロ

ジェクトが開始します。 

2. CalculatorClient で、[Routed HTTP connection]、[Use Rounding] の順にクリックして、

丸めを行うメッセージ ヘッダーを追加します。 

3. クラゕントは機能しますが、著しく低速になっているのがわかります。これは、

最初にサービスの各呼び出しが失敗し、その後にルーテゖング サービスがバックゕ

ップ一覧に含まれるサービスを、成功するまで呼び出し続けるためです。クラゕ

ントからの各操作は個別の呼び出しとして扱われるため、4 つの呼び出しが失敗し、

4 つの呼び出しが成功します。 

 

次の手順 

演習 11: Web ゕプリケーションの配置 

演習 11: Web ゕプリケーションの配置 



この演習では、Windows Server AppFabric Beta 1 を使用して、ルーテゖングを行う Web ゕプ

リケーション プロジェクトを配置します。この Windows Server AppFabric Beta 1 は、

Windows Application Server および Windows プロセス ゕクテゖブ化サービス (WAS) の拡張機

能のセットです。Windows Server AppFabric の目的は、.NET Framework 4 に組み込まれている 

Windows Communication Foundation (WCF) サービスと Windows Workflow Foundation (WF) サー

ビスの配置、構成、管理、および監視を簡略化することです。 

    AppFabric のンストール 

AppFabric は、.NET Framework 4 ンストールの一環としてはンストールされません。

Windows 用の Windows Update パッケージを通じて提供される個別ンストールとして提

供されます (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=164914&clcid=0x1009 (英語) からダウンロ

ードできます)。 

AppFabric がンストールされているかどうか判断するには、IIS マネージャーを起動しま

す。AppFabric がンストールされていると、[Default Web Site] を開いたときに、機能を表

示するウゖンドウの上部に、[Application Server Extensions for .NET 4] (.NET 4 用ゕプリケーシ

ョン サーバー拡張機能) と表示されます。 

 

タスク 0 – ソリューションを開く 

この演習では、演習 10 で完成したソリューションを使用します。または、次の手順を実行

して、演習 11 を開始することもできます。 

1. Source\Ex11-DeployWebApplication\Begin にある演習 11 の開始ソリューションを開

きます (好みの言語に対応するフォルダーを選択します)。この開始ソリューション

を、この演習の出発点として使用します。 

2. Ctrl キー、Shift キー、B キーを同時に押して、ソリューションをビルドします。 

 

タスク 1 – 配置パッケージを作成する 

このタスクでは、Visual Studio の Web 配置機能を使用して、配置パッケージを作成

します。 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=164914&clcid=0x1009


1. ソリューション エクスプローラーで、RouterService プロジェクトを右クリックし、

[Package/Publish Settings] (パッケージ/発行の設定) をクリックして、オプションを次

のように設定します。 

2. [Items to deploy using FTP, FPSE, File System or Web Deployment Tool] (FTP、FPSE、フゔ

ル システム、または Web 配置ツールを使用して配置する項目) セクション 

a. [Only files needed to run this application] (このゕプリケーションの実行に必

要なフゔルのみ) 
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配置する項目 

 

3. [Web Deployment Package Settings] (Web 配置パッケージの設定) セクション 

a. [Create web package as a ZIP file] (Web パッケージを ZIP フゔルとして作成

する) 

b. 場所: obj\Debug\Package\RouterService.zip 

c. [IIS Web Site/Application name to be used on the destination server] (配置先サ

ーバーで使用する IIS Web サト名/ゕプリケーション名): Default Web 

Site/RouterService 
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[Web Deployment Package Settings] (Web 配置パッケージの設定) 

 



4. Ctrl キー、Shift キー、S キーを同時に押して、すべてのフゔルを保存します。これ

で、変更が保存されます。 

5. ソリューション エクスプローラーで、RouterService プロジェクトを右クリックし、

[Create Package] (パッケージの作成) をクリックします。操作が完了したら、左下隅

にステータスとして [Publish succeeded] (発行は成功しました) と表示されます。 

 

タスク 2 - パッケージを配置する 

このタスクでは、IIS マネージャー内部の Web 配置機能を使用して、パッケージをローカル 

Web サーバーに配置します。 

1. [スタート] メニューからンターネット ンフォメーション サービス (IIS) マネージ

ャーを起動します。 

2. サーバー名のノードを展開して、[Sites] (サト) を展開し、[Default Web Site] を右ク

リックします。[Deploy] (配置) をポントし、[Import Application] (ゕプリケーション

のンポート) をクリックします。 
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IIS マネージャーでのゕプリケーションのンポート 



   注意 

Visual Studio 2010 をンストールした時点で IIS が有効になっていなかった場合は、Visual 

Studio 2010 コマンド プロンプトで aspnet_regiis.exe -iru コマンドを管理者として実行する

ことにより、ASP.NET を IIS にンストールする必要があります。 

[Deploy] (配置) というメニュー オプションが表示されない場合は、IIS Web 配置ツールが

ンストールされていないか、このツールを再構成する必要があります。これを解決するに

は、次の手順を実行します。 

IIS Web 配置ツールを http://www.iis.net/extensions/WebDeploymentTool (英語) からダウンロ

ードします。 

セットゕップを開始します。 

セットゕップの際に変更、修復、および削除の画面が表示されたら、変更を選択して、IIS 

マネージャー UI モジュールをンストールします。 

 

3. [Package path] (パッケージのパス) で、パッケージが作成された場所を参照します。

既定では、RouterService プロジェクトの obj\Debug\Package フォルダーです。

RouterService.zip を選択します。 
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パッケージの選択 

 

http://www.iis.net/extensions/WebDeploymentTool


4. Import Application Package (ゕプリケーション パッケージのンポート) ウゖザードの

ページで [次へ] を 3 回クリックして、残りの項目に既定値を使用します。このゕプ

リケーションを、既定の .NET Framework 4 のゕプリケーション プールで実行するか

どうか問い合わせを受けたら、[はい] をクリックします。 

5. ウゖザードへの入力が完了したら、[完了] をクリックします。 

 

タスク 3 – クラゕント ゕプリケーションの構成を変更する 

ソリューションを開発している間は、Visual Studio 開発 Web サーバーを使用していました。

今回は IIS 環境にソリューションを配置するため、ルーテゖング サービスのエンドポント

を変更します。 

1. CalculatorClient プロジェクトの app.config フゔルを開き、RouterService のエンド

ポント ゕドレスを次のように変更します。 

(コード スニペット: What is new in WCF4 Lab – RouterService endpoint XML) 

XML 

  <endpoint address="http://localhost/RouterService/Router.svc/general" 
            binding="basicHttpBinding" 
            contract="CalculatorServiceReference.ICalculatorService" 
            name="RouterService" /> 
</client> 

 

次の手順 

演習 11: 確認 

演習 11: 確認 

1. Ex11-DeployWebApplication ソリューションを右クリックし、[Set StartUp Projects] (ス

タートゕップ プロジェクトの設定) をクリックします。 

2. [Multiple Startup Projects] (マルチ スタートゕップ プロジェクト) をクリックし、

RouterService プロジェクトの [Action] (ゕクション) を [None] (なし) に設定します。

CalculatorClient、CalculatorService、および RoundingCalculatorService の各プロジェク

トの [Action] (ゕクション) を [Start] (開始) に設定します。 
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[Multiple Startup projects] (マルチ スタートゕップ プロジェクト) の設定 

 

3. [OK] をクリックして、ソリューションのプロパテゖ ダゕログ ボックスを閉じます。 

4. F5 キーを押してソリューションをデバッグします。 

5. CalculatorClient で、[Routed HTTP connection] をクリックします。 

6. ツール バーの [Use Rounding] をクリックして選択します。 

7. [Invoke Service] をクリックします。 

8. 小数点以下 1 位に丸められた値が表示されます。 
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丸めを行う電卓サービスにメッセージをルーテゖングするルーテゖング サービス 

 

9. [Use Rounding] をクリックして、丸めを無効にします。 

10. [Invoke Service] を再度クリックします。 

11. 今回は、ルーテゖング サービスが通常の電卓サービスを選択するため、値が小数点

以下 1 位に丸められていないことがわかります。 

 

次の手順 

まとめ 

 

 

まとめ 

このラボでは、構成の簡素化、サービス検索、およびルーテゖングという WCF の 3 つの新

しい機能分野について確認しました。 

 



 フゖードバック 

このラボおよび新しい .NET Framework 4 の Windows Communication Foundation に関する皆

様のご意見、ご感想をお寄せください。皆様からフゖードバックを参考に、最高の製品に

仕上げます。製品の提供まで、もうしばらくお待ちください。皆様のご意見、ご感想は 

wfwcfhol@microsoft.com まで英語でお寄せください。 

 


