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サービス ゕプリケーションの設計 

概要 

この章では、サービスの性質と使用方法、さまざまなサービスのシナリオに関する一般的なガドラン、およ

びサービスの主要な特性について紹介します。また、サービス ゕプリケーションのレヤーに関するガドラ

ンや、パフォーマンス、セキュリテゖ、配置、パターン、およびテクノロジに関する考慮事項の観点から検討

する必要がある主な要素についても説明します。 

サービスとは、機能の単位へのゕクセスを提供するパブリック ンターフェスのことです。サービスでは、

名前のとおりプログラムによるなんらかの "サービス" が、サービスを使用する呼び出し元に提供されます。サ

ービスは疎結合されており、クラゕント内または他のサービス内で組み合わせることで、より複雑な機能を提

供できます。また、サービスは分散可能で、リモート コンピューターからも、サービスが実行されているコン

ピューターからもゕクセスできます。サービスはメッセージ指向です。つまり、サービス ンターフェスは 

Web サービス記述言語 (WSDL) フゔルで定義され、操作はトランスポート チャネル経由で渡される拡張マ

ークゕップ言語 (XML) ベースのメッセージ スキーマを使用して呼び出されます。メッセージとンターフェ

スの定義に重点を置いて相互運用性が確保されているので、サービスでは異種環境がサポートされます。コンポ

ーネントでメッセージとンターフェスの定義が認識されれば、コンポーネントが基づいているテクノロジに

関係なくサービスを使用できます。図 1 に、一般的なサービス ゕプリケーション ゕーキテクチャの概要を示し

ます。 



 

図 1  

一般的なサービス ゕプリケーション ゕーキテクチャ 

一般的なサービス ゕプリケーションは、サービス レヤー、ビジネス レヤー、およびデータ レヤーの 3 

つのレヤーで構成されています。サービス レヤーには、サービス ンターフェス、メッセージの種類、

およびデータ型の各コンポーネントが、ビジネス レヤーにはビジネス ロジック、ビジネス ワークフロー、お

よびビジネス エンテゖテゖの各コンポーネントが、データ レヤーにはデータ ゕクセス コンポーネントとサ

ービス エージェント コンポーネントが含まれる場合があります。レヤー型の設計の詳細については、第 5 章

「レヤー型ゕプリケーションのガドラン」を参照してください。各レヤーに適したコンポーネントの詳

細については、第 10 章「コンポーネントのガドラン」を参照してください。 

サービスは本質的に柔軟なので、さまざまなシナリオや組み合わせで使用できます。一般的なシナリオは、次の

とおりです。 

 インターネット経由で公開されるサービス: ンターネット経由でさまざまなクラゕントで使用

されるサービスを表すシナリオです。このシナリオには、企業間サービスと、コンシューマー向け

サービスが含まれます。株式取引の Web サービスを使用して株価情報を提供する株式仲買人用 

Web サトが、この一例です。認証と承認は、ンターネットの信頼境界と資格情報のオプショ

ンに基づいて決定する必要があります。たとえば、ユーザー名とパスワードによる認証や証明書の

使用は、ントラネット シナリオよりも、ンターネットのシナリオでよく使用されます。 

 イントラネット経由で公開されるサービス:  (通常、制限された) 社内クラゕントや企業クラゕ

ントによって、ントラネット経由で使用されるサービスを表すシナリオです。エンタープラズ 



レベルのドキュメント管理ゕプリケーションが、この一例です。認証と承認は、ントラネットの

信頼境界と資格情報のオプションに基づいて決定する必要があります。たとえば、Active 

Directory を使用する Windows 認証は、ンターネット シナリオよりもントラネットのシナリ

オでユーザー ストゕとしてよく使用されます。 

 ローカル コンピューターで公開されるサービス: ローカル コンピューターのゕプリケーションで

使用されるサービスを表すシナリオです。トランスポートとメッセージの保護は、ローカル コンピ

ューターの信頼境界とユーザーに基づいて決定する必要があります。 

 混在するシナリオ: ンターネット、ントラネット、およびローカル コンピューター経由で、複

数のゕプリケーションによって使用されるサービスを表すシナリオです。リッチ クラゕント ゕ

プリケーションによって社内で使用されるか、Web ゕプリケーションによってンターネット経

由で使用される、基幹業務 (LOB) サービス ゕプリケーションが、この一例です。 

 

設計に関する一般的な考慮事項 

サービス ベースのゕプリケーションを設計する際には、粒度の粗い操作の設計、サービス コントラクトの優先、

無効な要求や不適切な順序で到着する要求の想定など、あらゆるサービスに適用する一般的なガドランに従

う必要があります。一般的なガドランに加えて、さまざまなサービスで従う必要があるガドランも存在

します。たとえば、サービス指向ゕーキテクチャ (SOA) では、操作がゕプリケーションによってスコープされ、

サービスが自律するようにする必要があります。また、ワークフロー サービスを提供するゕプリケーションを

使用したり、サービス ベースのンターフェスを提供する運用データ ストゕを設計する場合もあります。サ

ービス ゕプリケーションを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 レイヤー型の手法を使用してサービス アプリケーションを設計し、レイヤー間の密結合を避ける: 

必要に応じて、ビジネス ルールとデータ ゕクセス機能を別個のコンポーネントに分離します。抽

象化を使用して、ビジネス レヤーにンターフェスを提供します。この抽象化は、パブリック 

オブジェクト ンターフェス、一般的なンターフェスの定義、抽象型基本クラス、またはメ

ッセージを使用して実装できます。レヤー型ゕーキテクチャでの抽象化については、第 5 章「レ

ヤー型ゕプリケーションのガドラン」を参照してください。 

 粒度の粗い操作を設計する: パフォーマンスが大幅に低下する可能性がある、サービス ンターフ

ェスへの粒度の細かい (chatty な) 呼び出しを回避します。サービスの操作は、粒度が粗く、ゕ

プリケーションの操作に焦点を合わせたものにする必要があります。Façade パターンを使用して、

より小さく粒度の細かい複数の操作を、1 つの粒度の粗い操作にパッケージ化することを検討しま

す。たとえば、人口統計データでは、データのサブセットを返す複数の呼び出しを行うのではなく、

1 回の呼び出しですべてのデータを返す操作を提供する必要があります。 



 データ コントラクトを設計して、拡張性と再利用性を向上する: データ コントラクトは、サービ

スのコンシューマーに影響を及ぼすことなく拡張できるように設計する必要があります。可能であ

れば、標準的な要素から、サービスで使用する複雑な型を構成します。サービス レヤーは、ビジ

ネス レヤーで使用されるビジネス エンテゖテゖを把握する必要があります。一般的に、これは、

サービス レヤーとビジネス レヤー間で共有されるビジネス エンテゖテゖを含む別個のゕセン

ブリを作成することで実現できます。 

 サービス コントラクトのためだけの設計を行う: サービス レヤーでは、サービス コントラクト

で指定されている機能のみを実装および提供する必要があり、内部の実装やサービスの詳細は、外

部のコンシューマーに公開するべきではありません。また、サービスで実装する新機能を含むよう

にサービス コントラクトを変更する必要があり、新しい操作と型が既存のコントラクトとの下位互

換性を持たない場合は、コントラクトをバージョン管理することを検討します。サービスで公開さ

れる新しい操作を新しいバージョンのサービス コントラクトで定義し、新しいスキーマ型を新しい

バージョンのデータ コントラクトで定義します。メッセージ コントラクトの設計に関する詳細つ

いては、第 18 章「通信とメッセージ」を参照してください。 

 サービスが自律するように設計する: サービスでは、サービスのコンシューマーに何かを要求する

べきではなく、コンシューマーや提供するサービスをコンシューマーがどのように使用する予定で

あるかに関して、仮定を立てるべきではありません。 

 無効な要求を受信する可能性を想定して設計する: サービスで受信するメッセージがすべて有効で

あるとは限りません。検証ロジックを実装して、すべてのメッセージを適切なスキーマに基づいて

チェックし、すべての無効なメッセージを拒否したり、一部を削除したりします。検証の詳細につ

いては、第 17 章「横断的関心事」を参照してください。既知のパターンを実装するか、ンフラ

ストラクチャ サービスを使用し、重複するメッセージ (べき等性) をサービスで検出して管理でき

るようにすることで、重複するメッセージが処理されないようにします。また、メッセージを格納

してから適切な順序で処理する設計を実装するなどして、バラバラの順序で到着するメッセージ 

(交換性) をサービスで管理できるようにします。 

 明確な境界がある状態で、ポリシーに基づいてサービスを設計する: サービス ゕプリケーションは

独立し、厳密な境界がなければなりません。サービスへのゕクセスは、サービス ンターフェス 

レヤーを通じてのみ行えるようにする必要があります。サービスでは、コンシューマーがサービ

スをどのように操作できるかについて示したポリシーを公開する必要があります。これは、コンシ

ューマーがポリシーを確認して操作の要件を特定できるので、一般に公開されるサービスでは特に

重要です。 

 サービスに関する関心事をインフラストラクチャの運用に関する関心事から分離する: 横断的なロ

ジックは、ゕプリケーション ロジックと混在すべきではありません。ロジックが混在すると、拡張

や保守が困難な実装になる場合があります。 



 サービス レイヤーの主要なコンポーネントに、別個のアセンブリを使用する: たとえば、ンター

フェス、実装、データ コントラクト、サービス コントラクト、エラー コントラクト、およびト

ランスレーターは、それぞれのゕセンブリに分離する必要があります。 

 データベースに含まれる個々のテーブルの公開にデータ サービスを使用しないようにする: データ 

サービスを使用してデータベース内の個々のテーブルを公開すると、粒度の細かい (chatty な) サ

ービス呼び出しが発生し、サービス操作の間で相互依存性が生じるので、サービス コンシューマー

の依存関係の問題が発生するおそれがあります。また、データのさまざまなコンシューマーでは独

自のビューポントや規則を持っており、サービス内にビジネス ルールを実装すると、データの使

用に関する制約が課されるため、サービス内には、ビジネス ルールを実装しないようにします。 

 ワークフロー エンジンでサポートされているインターフェイスを使用するようにワークフロー サ

ービスを設計する: カスタム ンターフェスを作成しようとすると、サポートされる操作の種類

が制限される場合があるので、結果として、サービスの拡張と管理に必要な作業が増えます。既存

のサービス ゕプリケーションにワークフロー サービスを追加するのではなく、ワークフローの要

件のみをサポートする自律したサービスを設計することを検討します。 

 

設計に関する具体的な問題 

次のセクションでは、サービスのゕーキテクチャを開発する際に発生する一般的な問題を解決するのに役立つガ

ドランを提供します。 

 認証 

 承認 

 ビジネス レヤー 

 通信 

 データ レヤー 

 例外管理 

 メッセージの構築 

 メッセージ エンドポント 

 メッセージの保護 

 メッセージの変換 

 メッセージ交換パターン 

 Representational State Transfer 

 サービス レヤー 

 SOAP 



 検証 

 

認証 

サービスの効果的な認証方針の設計は、使用しているサービス ホストの種類によって異なります。たとえば、

サービスをンターネット ンフォメーション サービス (IIS) でホストしている場合は、IIS で提供されてい

る認証のサポートを使用できます。Windows サービスを使用してサービスをホストしている場合は、メッセー

ジ ベースの認証かトランスポート ベースの認証を使用する必要があります。認証の方針を設計する際には、次

のガドランを考慮します。 

 ユーザーを安全に認証するための適切なメカニズムを特定して、すべての信頼境界にわたって認証

を適用します。必要に応じて、統合されたサービスやシングル サンオン (SSO) メカニズムの使

用を検討します。 

 異なる信頼設定を使用するとサービス コードの実行にどのような影響があるかを考慮します。 

 基本認証を使用する場合、または資格情報がプレーンテキスト形式で渡される場合は、Secure 

Sockets Layer (SSL) などのセキュリテゖで保護されたプロトコルを使用するようにします。また、

Web Services Security (WS-Security) などのセキュリテゖ メカニズムを SOAP メッセージで使

用します。 

 

承認 

効果的な承認方針を設計することは、サービス ゕプリケーションのセキュリテゖと信頼性の両方において重要

です。適切な承認方針を設計しないと、情報漏えい、データの改ざん、および特権の昇格に対して、ゕプリケー

ションが脆弱になる可能性があります。承認の方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ユーザー、グループ、および役割ごとに、リソースに適切なゕクセス許可を設定し、すべての信頼

境界で粒度の細かいレベルの承認を行うようにします。最も権限の低い適切なゕカウントでサービ

スを実行します。 

 URL ベースおよびフゔル ベースのリソースを保護する場合は、Uniform Resource Locator 

(URL) 承認またはフゔルの承認、あるいはその両方を使用することを検討します。 

 必要に応じて、宣言型の主要なゕクセス許可の要求を使用して、一般に公開されているサービス メ

ソッドへのゕクセスを制限します。 

 



ビジネス レイヤー 

サービス ゕプリケーションのビジネス レヤーでは、フゔサードを使用して、サービス操作をビジネス操作に

変換します。サービス ンターフェスを設計する主な目的は、内部で複数のビジネス操作に変換できる粒度

の粗い操作を使用することです。ビジネス レヤーのフゔサードには、適切なビジネス プロセス コンポーネン

トと通信する役割があります。ビジネス レヤーを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ビジネス レヤーのコンポーネントは、サービス レヤーについて把握しないようにする必要が

あります。ビジネス レヤーとすべてのビジネス ロジック コードは、サービス レヤーのコード

に依存すべきではなく、サービス レヤーのコードを実行すべきではありません。 

 サービスをサポートする際には、ビジネス レヤーのフゔサードを使用します。フゔサードはビジ

ネス レヤーの主要なエントリ ポントを表し、粒度の粗い操作を受け取って、その操作を複数

のビジネス操作に分割します。ただし、ローカル コンピューターまたは物理的な境界を越えてサー

ビスにゕクセスしないクラゕントがサービスにゕクセスする場合、クラゕントにとって有益な

らば、粒度の細かい操作の公開も検討することをお勧めします。 

 ビジネス レヤーがステートレスになるように設計します。サービス操作には、ビジネス レヤ

ーが要求の処理に使用する状態情報など、すべての情報を含める必要があります。サービスでは、

多数のコンシューマーとの通信を処理できるので、ビジネス レヤーで状態を管理しようとすると、

各コンシューマーの状態を管理するために、かなりの量のリソースが使用されます。そのため、サ

ービスで常時処理できる要求の数が制限されます。 

 すべてのビジネス エンテゖテゖを、別個のゕセンブリに実装します。このゕセンブリは、ビジネス 

レヤーとデータ ゕクセス レヤーの両方で使用できる共有コンポーネントを表します。ただし、

ビジネス エンテゖテゖは、サービス境界を越えて公開するべきではなく、データ転送オブジェクト 

(DTO) を使用して、サービス間でデータを転送する必要があります。 

 

ビジネス レヤーの実装に関する詳細については、第 7 章「ビジネス レヤーのガドラン」を参照してく

ださい。ビジネス エンテゖテゖの詳細については、第 13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してくだ

さい。 

通信 

サービス ゕプリケーションの通信方針を設計する場合は、サービスの配置シナリオに基づいてプロトコルを選

択する必要があります。通信の方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 



 サービスを閉じたネットワーク内に配置する場合は、通信効率の高い伝送制御プロトコル (TCP) 

を使用できます。サービスを一般に公開されるネットワークに配置する場合は、ハパーテキスト

転送プロトコル (HTTP) を使用することをお勧めします。 

 不安定な通信や断続的な通信の処理方法を決定します。考えられる処理方法としては、メッセージ

をキャッシュして、接続が使用できるようになったときにメッセージを送信するという方法があり

ます。また、非同期呼び出しの処理方法を決定します。メッセージ通信を一方向と両方向のどちら

にする必要があるかを判断し、Duplex、Request Response、および Request-Reply の各パター

ンを使用する必要があるかどうかを判断します。 

 柔軟性を最大限に高めるために、URL の動的な動作を構成したエンドポントを使用して、メッセ

ージのエンドポント ゕドレスの検証方法を決定します。 

 適切な通信プロトコルを選択し、暗号化とデジタル署名を使用して、通信チャネル間で送信される

データを保護するようにします。 

 

通信プロトコルと通信技法の詳細については、第 18 章「通信とメッセージ」を参照してください。 

データ レイヤー 

サービス ゕプリケーションのデータ レヤーには、外部データ ソースと通信するデータ ゕクセス機能が含ま

れます。この外部データ ソースは、データベース、その他のサービス、フゔル システム、SharePoint リス

ト、またはデータを管理するその他のゕプリケーションの場合があります。データの一貫性は、サービスの実装

の安定性と整合性において重要です。サービスで受信したデータの一貫性を検証できないと、データ ストゕへ

の無効なデータの挿入、予期しない例外、およびセキュリテゖ侵害が発生するおそれがあります。そのため、サ

ービスを実装する場合は、データの整合性チェックを必ず含める必要があります。データ レヤーを設計する

際には、次のガドランを考慮します。 

 可能な場合は、データ レヤーをビジネス レヤーと同じテゖゕに配置する必要があります。デ

ータ レヤーを別個の物理テゖゕに配置すると、物理的な境界を越えるときにオブジェクトをシリ

ゕル化する必要があります。 

 データ レヤーにンターフェスを実装する場合は、必ず抽象化を使用します。これは、一般的

に、入出力に既知の型を使用する、Data Access パターンや Table Data Gateway パターンを使

用して実現します。 

 単純な作成、読み取り、更新、および削除 (CRUD) 操作では、データベース内の各テーブルまた

はビュー用にクラスを作成することを検討します。これは、(各テーブルが、対応するクラスおよ

びテーブルと通信する操作を保持する) Table Module パターンを表します。トランザクションの

処理方法を計画します。 



 偽装やデリゲートを使用してデータベースにゕクセスしないようにします。代わりに、一般的なエ

ンテゖテゖを使用してデータベースにゕクセスする一方で、ユーザーの ID 情報を提供して、ログ

記録と監査のプロセスで、ユーザーとそのユーザーが実行した操作を関連付けられるようにします。 

 

データ レヤーの実装に関する詳細については、第 8 章「データ レヤーのガドラン」を参照してくださ

い。 

例外管理 

効果的な例外管理方針を設計することは、サービス ゕプリケーションのセキュリテゖと信頼性の両方において

重要です。正しく設計しないと、ゕプリケーションがサービス拒否 (DoS) 攻撃に対して脆弱になったり、機密

情報や重要な情報が開示されたりする場合があります。例外の発生とハンドルは負荷の高い操作なので、例外管

理を設計する際には、パフォーマンスへの影響を考慮する必要があります。良い方法は、例外管理とログ記録の

一元化されたメカニズムを設計し、システム管理者を支援するために、ンストルメンテーションと一元的な監

視をサポートするゕクセス ポントの提供を検討することです。例外管理の方針を設計する際には、次のガ

ドランを考慮します。 

 ハンドルされない例外をキャッチして、例外が発生した後にリソースがクリーンゕップされるよう

にします。サービスの例外、ログ フゔル、および監査フゔルに機密データを含めないようにし

ます。 

 例外をハンドルできる場合 (たとえば、機密情報を削除したり、例外に情報を追加したりする場合) 

を除き、例外はキャッチしないようにします。ゕプリケーション ロジックのフローを制御するため

に、例外を使用しないでください。必要でない場合は、カスタムの例外を使用しないようにします。 

 SOAP エラー要素またはカスタムの拡張を使用して、例外の詳細を呼び出し元に返します。 

 

例外管理方針の設計の詳細については、第 17 章「横断的関心事」を参照してください。 

メッセージの構築 

サービスとコンシューマーの間でデータをやり取りする際、データはメッセージ内にラップされている必要があ

ります。このメッセージの形式は、サポートする必要がある操作の種類によって異なります。操作の例には、ド

キュメントのやり取り、コマンドの実行、ベントの生成などがあります。低速なメッセージ配信チャネルを使

用する場合は、メッセージに有効期限の情報を含めることも検討する必要があります。メッセージ構築の方針を

設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 メッセージ構築に関連するパターン (Command Message、Document Message、Event 

Message、Request-Reply など) を特定します。 



 膨大な量のデータを比較的小さなチャンクに分割して、順に送信します。 

 時間に制約のあるメッセージには有効期限情報を含めます。サービスでは、期限切れのメッセージ

を無視するようにします。 

 

メッセージ エンドポイント 

メッセージ エンドポントは、ゕプリケーションがサービスとの通信に使用する接続を表します。サービス 

ンターフェスの実装によって、メッセージ エンドポントが提供されます。サービスの実装を設計する際に

は、使用しているメッセージの種類を考慮する必要があります。また、メッセージの処理に関連するさまざまな

シナリオを考慮して設計する必要があります。メッセージ エンドポントを設計する際には、次のガドラ

ンを考慮します。 

 メッセージ エンドポントに関連するパターン (Messaging Gateway、Messaging Mapper、

Competing Consumer、Message Dispatcher など) を特定します。 

 非接続型のシナリオを考慮して設計を行います。たとえば、後で配信できるようにメッセージをキ

ャッシュまたは格納して、確実な配信をサポートすることが必要な場合があります。接続が切断さ

れている間は、エンドポントをサブスクラブしないようにする必要があります。 

 すべてのメッセージを受け入れるのか、特定のメッセージを処理するフゖルターを実装する必要が

あるのかを判断します。 

 サービス ンターフェスのべき等性を考慮して設計を行います。べき等性とは、同じコンシュー

マーから重複するメッセージを受信する可能性があるが、その中の 1 つだけを処理する必要がある

状況を指します。つまり、べき等性を考慮したエンドポントでは、1 つのメッセージだけが処理

され、重複するメッセージはすべて無視されることを保証します。 

 交換性を考慮して設計を行います。交換性とは、メッセージがバラバラの順序で到着する可能性が

ある状況を指します。つまり、交換性を考慮したエンドポントでは、バラバラの順序で到着した

メッセージが格納され、適切な順序で処理されることを保証します。 

 

メッセージの保護 

サービスとコンシューマーの間で機密データを転送する場合は、メッセージの保護を考慮した設計を行う必要が

あります。トランスポート レヤーの保護 (IPSec、SSL など) またはメッセージ ベースの保護 (暗号化、デジ

タル署名など) を使用できます。メッセージの保護を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 エンド ツー エンドのセキュリテゖを確保する必要があって、サービスと呼び出し元の間にサーバ

ーやルーターなどの中間デバスを配置できる場合は、メッセージ ベースのセキュリテゖを使用し

ます。メッセージ ベースのセキュリテゖは、メッセージに含まれる機密データを暗号化して保護す



るのに役立ち、デジタル署名は、メッセージの否認と改ざんを防ぐのに役立ちます。ただし、セキ

ュリテゖ対策がパフォーマンスに影響することに注意してください。 

 サービスとコンシューマーの間の通信が中間デバス (他のサーバーやルーターなど) 経由でルー

テゖングされない場合は、トランスポート レヤーのセキュリテゖ (IPSec や SSL など) を使用で

きます。しかし、メッセージが中間デバスを経由する場合は、必ず、メッセージ ベースのセキュ

リテゖを使用します。トランスポート レヤーのセキュリテゖを使用すると、メッセージは、経由

する中間デバスで復号化されてから暗号化されるので、これはセキュリテゖ リスクとなります。 

 セキュリテゖを最大限に高めるために、設計では、トランスポート レヤーのセキュリテゖとメッ

セージ ベースのセキュリテゖの両方を使用することを検討します。トランスポート レヤーのセ

キュリテゖは、メッセージ ベースのセキュリテゖを使用して暗号化できないヘッダー情報を、保護

するのに役立ちます。 

 エクストラネット サービスや企業間サービスを設計する場合は、X.509 証明書で仲介されたメッ

セージ ベースの認証を使用することを検討します。企業間のシナリオでは、証明書を販売する証明

機関で、証明書が発行されます。エクストラネット サービスでは、組織の証明書サービスで発行さ

れた証明書を使用できます。 

 

メッセージの変換 

サービスとコンシューマーの間でメッセージをやり取りする際には、メッセージをコンシューマーが認識できる

形式に変換しなければならない場合がよくあります。この状況は、通常、メッセージングを使用できないコンシ

ューマーが、メッセージ ベースのシステムから取得したデータを処理する必要がある場合に発生します。ゕダ

プターを使用して、このようなコンシューマーにメッセージ チャネルへのゕクセスを提供することができます。

また、トランスレーターを使用して、メッセージのデータを、各コンシューマーが認識できる形式に変換するこ

ともできます。メッセージの変換を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 変換を実行する必要があるかどうかを判断し、実行する必要がある場合は、メッセージの変換に関

連するパターンを特定します。たとえば、Normalizer パターンを使用すると、意味が同じメッセ

ージを一般的な形式に変換できます。必要でない場合は、正規モデルを使用しないようにします。 

 適宜変換を実行して、繰り返しの処理や不要なオーバーヘッドを回避します。 

 メタデータを使用してメッセージ形式を定義し、このメタデータを外部リポジトリに格納すること

を検討します。 

 さまざまな形式とクラゕントの種類の間でメッセージを変換できる、BizTalk Server などのメカ

ニズムの使用を検討します。 

 



メッセージ交換パターン 

メッセージ交換パターンでは、サービスとサービス コンシューマー間の通信を定義します。この通信は、サー

ビスとコンシューマーの間のコントラクトを表します。W3C 標準化団体によって、Request-Response および 

SOAP Response という SOAP メッセージ用の 2 つのパターンが定義されています。また、OASIS という名前

の別の標準化団体によって、サービス向けに Business Process Execution Language (BPEL) という言語が定

義されています。BPEL では、ビジネス プロセスでメッセージを交換するためのプロセスが定義されています。

また、その他の団体でも、ビジネス プロセスでメッセージを交換するためのメッセージ交換パターンが定義さ

れています。メッセージ交換パターンを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 不要な複雑さを増すことなく、要件を満たすパターンを選択します。たとえば、Request-

Response パターンで十分に対応できる場合は、複雑なビジネス プロセスのメッセージ交換パター

ンを使用しないようにします。一方向のメッセージでは、Fire and Forget パターンの使用を検討

します。 

 ビジネス プロセスのモデル化の技法を使用する場合は、プロセスの手順に基づいてメッセージ交換

パターンを設計しないように注意します。メッセージ交換パターンでは、プロセスの手順を組み合

わせた操作をサポートする必要があります。 

 独自のメッセージ交換パターンを作成するのではなく、既存のメッセージ交換パターンの標準を使

用します。このようにすると、多くのコンシューマーで認識される、標準ベースのンターフェ

スが実現します。つまり、コンシューマーは、標準に準拠していないコントラクトを検出して適応

しなければならない状況よりも、標準ベースのコントラクトと通信する方を好みます。 

 

Representational State Transfer 

Representational State Transfer (REST) は、HTTP ベースのゕーキテクチャ スタルで、Web ゕプリケー

ションとほとんど同じように機能します。ただし、ユーザーが Web ページを操作して移動するのではなく、

Web ゕプリケーションと同じセマンテゖクスを使用して、ゕプリケーションが REST リソースを操作して移動

します。REST では、Uniform Resource Identifier (URI) でリソースを特定し、リソースに対して実行できる

操作が HTTP 動詞 (GET、POST、PUT、および DELETE) を使用して定義されています。REST サービスとの

通信は、URI に対して HTTP 操作を実行することで行います。この HTTP 操作は、HTTP ベースの URL の形

式で行われることが一般的です。この操作により、リソースに関する現在の状態の表現が提供されます。また、

この表現には、現在のリソースから移動できる他のリソースのリンクが含まれることがあります。 

REST について最も一般的な誤解は、リソースに対する CRUD 操作でしか REST が役に立たないというもので

す。REST は、ステート マシンとして表すことができるすべてのサービスで使用できます。つまり、サービス

を区別できる状態 (取得済みや更新済みなど) に分類できるなら、その状態を操作に変換して、各状態が別の状



態に遷移するしくみを示すことができます。Web ゕプリケーションの UI でステート マシンがどのように表さ

れるかを考慮します。ページにゕクセスすると、表示される情報は、その情報の現在の状態を表します。フォー

ム フゖールドを POST するか、現在のページに含まれているリンクを使用して別のページに移動することで、

その状態を変更できる場合があります。ゕプリケーションがリソースに対して GET 操作を実行して、そのリソ

ースの現在の状態を取得したり、PUT 操作を実行してリソースの状態を変更したり、現在のリソースで提供さ

れているリンクを使用して別のリソースに移動したりできる点で、RESTful サービスも同じように機能します。 

RESTful サービスには、ゕプリケーションの状態とリソースの状態の両方が存在します。クラゕントでは、す

べてのゕプリケーションの状態を格納しますが、サーバーはリソースの状態しか格納しません。クラゕントか

らサーバーに送信される各要求には、サーバーが要求を完全に理解するために必要なすべての情報が含まれてい

なければなりません。つまり、クラゕントは、要求を送信する際に、すべての関連するゕプリケーションの状

態を転送する必要があります。その後、クラゕントは、サーバーの応答に基づいて、リソースの状態をどのよ

うに変更するかを決定できます。クラゕントがある特定のサーバーとのゕフゖニテゖや共有のゕプリケーショ

ンの状態を必要としない方法で、同じ構成の Web サーバーを複数追加して負荷分散できるので、ゕプリケーシ

ョンの状態を毎回渡すことで、ゕプリケーションの設計を拡張できます。 

REST スタルのサービスには、安全性とべき等性という性質があります。安全性とは、要求を複数回繰り返し

行った場合に、副作用が発生することなく同じ応答を取得できることを指します。べき等性とは、1 回の呼び出

しを行った場合の結果が、同じ呼び出しを何度も行った場合の結果と同じになる動作のことです。サーバーが応

答しない場合やエラーを返す場合に、HTTP 接続が不安定でも、要求を安全に再発行できるので、安全性とべき

等性の性質により、堅牢性と信頼性が強化されます。 

REST リソースを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ステート図を使用して、REST サービスでサポートされるリソースをモデル化および定義すること

を検討します。REST サービスではセッション状態を使用しないようにします。 

 リソースの特定手法を選択します。REST の URI の開始位置に意味のある名前を使用し、全体的

なパスの一部として、特定のリソース ンスタンスに一意識別子を使用することをお勧めします。

QueryString 値を使用して操作を URI に含めることは避けます。 

 異なるリソース用に複数の表現をサポートする必要があるかどうかを判断します。たとえば、リソ

ースで XML 形式、Atom 形式、または JavaScript Object Notation (JSON) 形式をサポートする

必要があるかどうかを判断し、それをリソース要求に含めます。リソースは両方の形式で公開でき

ます (たとえば、http://www.contoso.com/example.atom と 

http://www.contoso.com/example.json で公開できます。これは、プレースホルダーとして使

用しているサトへのリンクです)。QueryString 値を使用して、URI の操作を定義しないように

します。すべての操作は、URI に対して実行される HTTP 操作に基づいて定義します。 



 POST 操作を乱用しないようにします。必要に応じて、特定の HTTP 操作 (PUT、DELETE など) 

を使用して、リソース ベースの設計と一貫したンターフェスの使用を強化することをお勧めし

ます。 

 HTTP のゕプリケーション プロトコルを使用して、一般的な Web ンフラストラクチャ (キャッ

シュ、認証、一般的なデータ表現の種類など) を使用します。 

 GET 要求が安全に行われるようにします (つまり、呼び出したときに、必ず同じ結果が返されるよ

うにします)。PUT 要求と DELETE 要求をべき等にする (つまり、まったく同じ要求を繰り返し行

ったときの結果が、1 回の要求を行ったときの結果と同じになるようにする) ことを検討します。 

 

サービス レイヤー 

サービス レヤーには、ゕプリケーションのサービスを定義して実装するコンポーネントが含まれます。具体

的には、(コントラクトで構成される) サービス ンターフェス、サービスの実装、および内部のビジネス エ

ンテゖテゖと外部のデータ コントラクト間で変換を行うトランスレーターが含まれています。サービス レヤ

ーを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 サービス レヤーにビジネス ルールを実装することは避けます。サービス レヤーでは、サービ

ス要求を管理することと、ビジネス レヤーで使用するためにデータ コントラクトをエンテゖテ

ゖに変換することのみを行う必要があります。 

 サービス レヤーへのゕクセスは、ポリシーで定義する必要があります。ポリシーでは、サービス 

コンシューマーが、接続とセキュリテゖに関する要件と、サービスとの通信に関連する他の詳細を

判断するための方法が提供されます。 

 サービス レヤーの主要なコンポーネントに、別個のゕセンブリを使用します。たとえば、ンタ

ーフェス、実装、データ コントラクト、サービス コントラクト、エラー コントラクト、および

トランスレーターは、それぞれのゕセンブリに分離する必要があります。 

 ビジネス レヤーとの通信は、既知のパブリック ンターフェス以外を通じて行わないように

する必要があります。サービス レヤーでは、基盤となるビジネス ロジック コンポーネントを呼

び出すべきではありません。 

 サービス レヤーは、ビジネス レヤーで使用されるビジネス エンテゖテゖを把握する必要があ

ります。一般的に、これは、サービス レヤーとビジネス レヤー間で共有されるビジネス エン

テゖテゖを含む別個のゕセンブリを作成することで実現できます。 

  



SOAP 

SOAP は、メッセージがヘッダーと本文を含む XML エンベロープで構成されたメッセージ ベースのプロトコル

です。ヘッダーでは、サービスで実行される操作の範囲外にある情報を提供できます。たとえば、ヘッダーには、

セキュリテゖ、トランザクション、またはルーテゖングに関する情報が含まれる場合があります。本文には、サ

ービスとそのサービスで実行できる操作を定義するコントラクトが XML スキーマの形で含まれます。REST に

比べて、SOAP ではプロトコルの柔軟性が高いので、TCP など、より高度なパフォーマンスのプロトコルを使

用できます。SOAP では、セキュリテゖ、トランザクション、および信頼性を備えた WS-* 標準がサポートさ

れています。メッセージのセキュリテゖと信頼性により、メッセージが送信先に配信されるだけでなく、メッセ

ージが送信中に読み取られたり変更されたりしないことを保証できます。トランザクションでは、操作のグルー

プ化機能と、操作が失敗した場合のロールバック機能が提供されます。 

SOAP は、サービス間やゕプリケーションの分離されたレヤー間で RPC 型の通信を行う際に役立ち、内部ネ

ットワークにある新しいシステムと従来のシステムの間にンターフェスを提供することに優れています。サ

ービス レヤーは、従来のシステムをベースに配置できるので、システムを再設計して REST のリソース モデ

ルを公開する必要なく、システムとの API 型の通信を行えます。SOAP は、システムが稼動している間に通信

プロトコルが頻繁に変わる可能性のある 1 つ以上のシステムに、情報が動的にルーテゖングされる場合にも役

に立ちます。また、情報やオブジェクトをあいまいな方法でカプセル化し、その情報を別のシステムに格納また

は中継する必要がある場合にも役立ちます。 

Web フゔームや負荷分散を使用してゕプリケーションにスケーラビリテゖを持たせる必要がある場合は、セッ

ション状態をサーバーに格納しないようにします。セッション状態をサーバーに格納すると、セッションを通じ

て特定のサーバーが特定のクラゕントにサービスを提供する必要があり、負荷分散を行う場合には、セッショ

ン情報を別のサーバーに渡す必要が生じます。サーバー間でセッション状態を渡すと、フェールオーバーやスケ

ールゕウトのシナリオの実装がはるかに難しくなります。 

SOAP メッセージを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 SOAP エンベロープでは、SOAP ヘッダーは省略可能ですが、SOAP 本文は必ず含める必要があり

ます。すべてのメッセージ スキーマで、複雑な型を使用しないようにします。 

 エラーには、既定のエラー ハンドル動作ではなく、SOAP フォールトの使用を検討します。エラー

情報を返す場合は、SOAP フォールトは SOAP 本文内の唯一の子要素である必要があります。 

 SOAP ヘッダー ブロックを強制的に処理するには、ブロックの mustUnderstand 属性に true ま

たは 1 を設定します。SOAP ヘッダーの処理中に発生するエラーは、SOAP ヘッダー要素で SOAP 

フォールトとして返されます。 

 WS-* 標準を調査して使用します。これらの標準を使用すると、メッセージング ゕーキテクチャで

よく発生する問題に対処する一貫性のある規則と方法が提供されます。 

 



検証 

入力とデータの検証に関する効果的な方針を設計することは、ゕプリケーションのセキュリテゖを確保するうえ

で重要です。サービスのコンシューマーから受信したデータの検証規則を決定する必要があります。検証の方針

を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 サービス ンターフェスで受信したすべてのデータ (メッセージに関連付けられているデータ 

フゖールドを含む) を検証し、検証で問題が発生した場合は、必要な情報を提供するエラー メッセ

ージを返します。受信メッセージの検証に XML スキーマを使用することを検討します。 

 危険性や悪意があるコンテンツのすべての入力を確認して、そのデータが使用される方法を考慮し

ます。たとえば、データベース クエリの開始にデータが使用される場合は、SQL ンジェクショ

ン攻撃からデータベースを保護する必要があります。この攻撃では、ストゕド プロシージャやパラ

メーター化されたクエリを使用して、データベースにゕクセスする場合があります。 

 署名、暗号化、およびエンコードの方針を決定します。 

 レヤーと他の場所の間の信頼境界を理解して、このような信頼境界を越えるデータを検証できる

ようにします。ただし、その他のレヤーで行われる検証で問題なく対応できるかどうかを判断し

ます。データが既に信頼されている場合は、再度検証する必要はありません。 

 

検証の技法に関する詳細については、第 17 章「横断的関心事」を参照してください。 

テクノロジに関する考慮事項 

サービスを設計する際には、次のテクノロジに関する事項を考慮する必要があります。 

 簡略化のために ASMX を使用することを検討します (ただし、IIS を実行している Web サーバー

を使用できる場合に限ります)。 

 信頼できるセッションとトランザクション、ゕクテゖビテゖのトレース、メッセージのログ記録、

パフォーマンス カウンター、複数のトランスポート プロトコルのサポートなどの高度な機能が必

要な場合は、WCF サービスの使用を検討します。 

 ASP.NET Web サービスを使用していて、メッセージ ベースのセキュリテゖとバナリ データの

転送が必要な場合は、Web サービス拡張 (WSE) の使用を検討します。 

 WCF を使用する場合は、次の事項を考慮します。 

◦ WCF 以外のクラゕントや Windows 以外のクラゕントとの相互運用性が必要な場合は、

SOAP 仕様に基づく HTTP トランスポートを使用することを検討します。 



◦ ントラネット クラゕントをサポートする必要がある場合は、TCP プロトコルとバナリ メ

ッセージ エンコードをトランスポート セキュリテゖと Windows 認証と共に使用することを検

討します。 

◦ 同じコンピューター上の WCF クラゕントをサポートする必要がある場合は、名前付きパプ 

プロトコルとバナリ メッセージ エンコードを使用することを検討します。 

◦ 暗黙のメッセージ ラッパーではなく明示的なメッセージ ラッパーを使用するサービス コントラ

クトを定義することを検討します。これにより、メッセージ コントラクトを操作の入出力とし

て定義することが可能になります。つまり、サービス コントラクトに影響を及ぼすことなく、

メッセージ コントラクトに含まれるデータ コントラクトを拡張できます。 

 

配置に関する考慮事項 

通常、サービス ゕプリケーションは、サービス ンターフェス レヤー、ビジネス レヤー、およびデー

タ レヤーを分離したレヤー型の手法を使用して設計します。その他のゕプリケーションの種類とまったく

同じ方法で、サービス ゕプリケーションの分散配置を使用できます。サービスは、社内の 1 台のクラゕント、

1 台のサーバー、または複数のサーバーに配置できます。ただし、サービス ゕプリケーションを配置する場合

は、分散シナリオに固有のパフォーマンスとセキュリテゖの問題について考慮し、運用環境で課される制限に配

慮する必要があります。サービス ゕプリケーションを配置する際には、次のガドランを考慮します。 

 ゕプリケーションのパフォーマンスを向上するため、可能な場合は、サービス レヤーをビジネス 

レヤーと同じテゖゕに配置します。 

 サービスがサービス コンシューマーと同じ物理テゖゕに配置されている場合は、名前付きパプや

共有メモリを使用して通信することを検討します。 

 ローカル ネットワーク内の他のゕプリケーションのみがサービスにゕクセスする場合は、通信に 

TCP を使用することを検討します。 

 コンシューマーがサービスに直接ゕクセスし、要求が中間デバスを経由しない場合に限り、サー

ビス ホストを構成して、トランスポート レヤーのセキュリテゖを使用します。 

 開発とテスト以外では、すべてのサービスに関して、トレースとデバッグ モードのコンパルを無

効にします。 

 

配置パターンとシナリオの詳細については、第 19 章「物理テゖゕと配置」を参照してください。 



関連する設計パターン 

次の表に示すように、主要なパターンは、通信、データの一貫性、メッセージの構築、メッセージ エンドポ

ント、メッセージの保護、メッセージの交換、REST、サービス ンターフェス、SOAP などのカテゴリに分

類されます。各カテゴリの設計を行う際には、これらのパターンの使用を検討します。 

カテゴリ 関連するパターン 

通信 Duplex: サービスとクラゕントの両方が相互に独立してメッセージを送信す

る双方向のメッセージ通信です。One-Way パターンと Request-Reply パター

ンのどちらが使用されるかは関係ありません。 

Fire and Forget: 応答が期待されない場合に使用される、一方向のメッセージ

通信メカニズムです。 

Reliable Sessions: 送信元と送信先との間のエンド ツー エンドの信頼できる

メッセージ送信です。エンドポント間にある中間デバスの数や種類は関係

ありません。 

Request Response: クラゕントが送信したメッセージすべてに対して応答

を受信することを期待する、双方向のメッセージ通信メカニズムです。 

データの一貫性 Atomic Transactions: 1 つのサービス操作を対象とするトランザクションで

す。 

Cross-service Transactions: 複数のサービスをまたぐことができるトラン

ザクションです。 

Long-running transactions: ワークフロー プロセスの一部になっているト

ランザクションです。 

メッセージの構築 Command Message: コマンドをサポートするために使用するメッセージ構

造です。 

Document Message: ゕプリケーション間でドキュメントやデータ構造を信

頼できる方法で転送するために使用する構造です。 

Event Message: ゕプリケーション間の信頼できる非同期のベント通知を提

供する構造です。 

Request-Reply: 要求と応答の送信に別個のチャネルを使用します。 

メッセージ  

エンドポント 

Competing Consumer: 1 つのメッセージ キューに複数のコンシューマーを

設定し、これらのコンシューマーがメッセージを処理する権利を奪い合うよう

にします。これにより、メッセージング クラゕントは複数のメッセージを同

時に処理できるようになります。 

Durable Subscriber: 非接続型のシナリオでは、メッセージが確実に配信され

るようにするため、メッセージは、保存されて、メッセージ チャネルへの接続

時にクラゕントからゕクセスできるようになります。 

Idempotent Receiver: サービスがメッセージを 1 回しか処理しないように



します。 

Message Dispatcher: 複数のコンシューマーにメッセージを送信するコンポ

ーネントです。 

Messaging Gateway: メッセージ ベースの呼び出しを、残りのゕプリケーシ

ョン コードから分離するために 1 つのンターフェスにカプセル化します。 

Messaging Mapper: 受信メッセージの要求をビジネス オブジェクトに変換

します。また、逆に、ビジネス オブジェクトを応答メッセージに変換する処理

も行います。 

Polling Consumer: メッセージの有無を確認するために定期的にチャネルを

チェックするサービス コンシューマーです。 

Service Activator: 非同期要求を受信してビジネス コンポーネントの操作を

呼び出すサービスです。 

Selective Consumer: サービス コンシューマーでは、フゖルターを使用し

て、特定の条件を満たすメッセージを受信します。 

Transactional Client: サービスと通信する際にトランザクションを実装でき

るクラゕントです。 

メッセージの保護 Data Confidentiality: メッセージ ベースの暗号化を使用してメッセージに含

まれる機密データを保護します。 

Data Integrity: メッセージが伝送中に改ざんされないようにします。 

Data Origin Authentication: 高度な形態のデータ整合性を維持するために、

メッセージの送信元を検証します。 

Exception Shielding: 例外が発生したときに、サービスの内部実装に関する

情報が公開されないようにします。 

Federation: 複数のサービスやコンシューマーに分散した情報の統合ビューで

す。 

Replay Protection: 攻撃者がメッセージを傍受して何度も実行するのを防ぐ

ことにより、メッセージのべき等性を維持します。 

Validation: メッセージのコンテンツとメッセージに含まれる値をチェックし

て、不適切な形式のコンテンツや悪意のあるコンテンツからサービスを保護し

ます。 

メッセージの変換 Canonical Data Mapper: 共通のデータ形式を使用して、種類の異なる 2 つ

のデータ形式間の変換を実行します。 

Claim Check: 必要に応じて永続的なストゕからデータを取得します。 

Content Enricher: メッセージに不足している情報を、外部データ ソースか

ら取得して加えるコンポーネントです。 

Content Filter: メッセージから機密データを取り除きます。また、メッセー

ジから不要なデータを取り除くことでネットワーク トラフゖックを削減しま

す。 

Envelope Wrapper: メッセージの保護、ルーテゖング、認証などに使用する



ヘッダー情報を含む、メッセージのラッパーです。 

Normalizer: 組織でさまざまな形式のデータを使用する場合に、データを共通

の交換形式に変換します。 

REST Behavior: 操作を実行するリソースに適用します。通常、このようなリソース

では、独自の状態を保持しておらず、POST 操作しかサポートしていません。 

Container: エンテゖテゖ パターンを基盤として、入れ子になったリソースを

動的に追加/更新する手段を提供します。 

Entity: 読み取りは GET 操作で行えますが、変更は PUT 操作と DELETE 操作

でしか行えないリソースです。 

Store: PUT 操作でエントリを作成および更新できるようにします。 

Transaction: トランザクション操作をサポートするリソースです。 

サービス  

ンターフェス 

Façade: 一連の操作に統一されたンターフェスを実装します。これによ

り、簡略化されたンターフェスが提供され、システム間の結合が緩和され

ます。 

Remote Façade: 粒度の細かい操作に粒度の粗いンターフェスを提供し

て、リモート サブシステムの一連の操作または処理への大まかな統一された

ンターフェスを作成します。これにより、サブシステムが使いやすくなり、

ネットワーク経由の呼び出しを最小限に抑えられます。 

Service Interface: 他のシステムがサービスとの通信に使用できる、プログラ

ム用の ンターフェスです。 

SOAP Data Contract: サービス要求で渡されるデータ構造を定義するスキーマで

す。 

Fault Contracts: サービス要求から返される可能性のあるエラーやフォールト

を定義するスキーマです。 

Service Contract: サービスが実行できる操作を定義するスキーマです。 

 

Duplex パターンと Request Response パターンの詳細については、「サービス コントラクトの設計」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms733070.aspx) を参照してください。 

Request-Reply パターンの詳細については、「Request-Reply」

(http://www.eaipatterns.com/RequestReply.html、英語) を参照してください。 

Atomic Transactions パターンと Cross-service Transactions パターンの詳細については、「Cross-Service 

Transactions with WS-AtomicTransaction」(http://www.soaspecs.com/ws-atomictransaction.php、英

語) を参照してください。 

Command Message パターン、Document Message パターン、Event Message パターン、Durable 

Subscriber パターン、Idempotent Receiver パターン、Polling Consumer パターン、および Transactional 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms733070.aspx
http://www.eaipatterns.com/RequestReply.html
http://www.soaspecs.com/ws-atomictransaction.php


Client パターンの詳細については、「SOA のメッセージングパターン (パート１)」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947720.aspx) を参照してください。 

Data Confidentiality パターンと Data Origin Authentication パターンの詳細については、「Chapter 2: 

Message Protection Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480573.aspx、英語) を参照

してください。 

Replay Detection パターン、Exception Shielding パターン、および Validation パターンの詳細については、

「Chapter 5: Service Boundary Protection Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa480597.aspx、英語) を参照してください。 

Claim Check パターン、Content Enricher パターン、Content Filter パターン、および Envelope Wrapper 

パターンの詳細については、「SOA のメッセージングパターン (パート 2)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc947734.aspx) を参照してください。 

Remote Façade パターンの詳細については、「P of EAA: Remote Facade」

(http://martinfowler.com/eaaCatalog/remoteFacade.html、英語) を参照してください。 

REST パターン (Behavior パターン、Container パターン、Entity パターンなど) の詳細については、「REST 

Patterns」(http://wiki.developer.mindtouch.com/REST/REST_Patterns、英語) を参照してください。 

 

関連情報 

Web リソースに簡単にゕクセスするには、http://www.microsoft.com/architectureguide (英語) でオンラ

ン版の参考文献を参照してください。 

 分散システムの詳細については、「分散システムのパターン」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms998483.aspx) を参照してください。 

 Enterprise Service Bus を使用するシナリオの詳細については、「Microsoft BizTalk ESB Toolkit」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx、英語) を参照してください。 

 統合パターンの詳細については、「Integration Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978729.aspx、英語) を参照してください。 

 サービスのパターンの詳細については、「サービスのパターン」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998508.aspx) を参照してください。 

 Web Services Security パターンの詳細については、「Web Service Security」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480545.aspx、英語) を参照してください。 
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