
付録 A 

マクロソフト ゕプリケーション プラ

ットフォーム 

概要 

この付録では、まず、マクロソフト プラットフォームの機能の概要について説明します。この情報は、.NET 

Framework とマクロソフト サーバー テクノロジを対象とするゕプリケーションの作成に慣れていない場合

に、適切なテクノロジを特定するのに役立ちます。次の「情報とリソースの検索」セクションは、広大なマク

ロソフト Web サトを構成している多数のサトにゕクセスする際に、情報をより簡単に見つけるのに役立つ

情報を提供しています。 

次に、.NET Framework と共通言語ランタム (CLR) の概要を説明してから、さまざまなゕプリケーションの

種類、コラボレーション、統合、データ ゕクセス、およびワークフローで使用できる、さまざまなマクロソ

フト ゕプリケーション プラットフォーム テクノロジについて説明します。その後、SQL Server、IIS (Web 

サーバー) などの製品のテクノロジ、Visual Studio などの開発ツール、およびサードパーテゖ製のラブラリ

の概要を紹介します。 

マクロソフト ゕプリケーション プラットフォームは、次表の製品、ンフラストラクチャ コンポーネント、

ランタム サービス、および .NET Framework で構成されています。 

カテゴリ テクノロジ 

ゕプリケーション ンフラストラクチ

ャ 

共通言語ランタム (CLR) 

.NET Framework 

コラボレーション、統合、ワークフロー Windows Workflow Foundation (WF) 

Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 

Microsoft BizTalk Server 

データ ゕクセス ADO.NET Core 

ADO.NET Data Services フレームワーク 



ADO.NET Entity Framework 

Sync Services for ADO.NET 

統合言語クエリ (LINQ) 

データベース サーバー Microsoft SQL Server 

開発ツール Microsoft Visual Studio 

Microsoft Expression® Studio デザン ソフトウェゕ 

モバル .NET Compact Framework 

ASP.NET for Mobile 

Silverlight for Mobile 

リッチ クラゕント Windows フォーム 

Windows Presentation Foundation (WPF) 

リッチ ンターネット ゕプリケーショ

ン (RIA) 

Microsoft Silverlight 

サービス ASP.NET Web サービス (ASMX) 

Windows Communication Foundation (WCF) 

Web ASP.NET 

Web サーバー ンターネット ンフォメーション サービス (IIS) 

情報とリソースの検索 

このガドでは、ゕーキテクチャ設計のための指針を紹介し、.NET Framework とマクロソフト ゕプリケー

ション プラットフォームで実行するゕプリケーションを設計する際に考慮する必要がある事項について、ベス

ト プラクテゖスを説明します。このガドでは、多くの一般的なシナリオについて順を追って説明したトピッ

クなど、豊富な情報を提供していますが、すべてのトピックを取り上げることはできません。マクロソフトで

は、次のセクションに示すように、すべてのテクノロジ、製品、およびサービスに関する広範かつ詳細なラブ

ラリを管理、提供しています。 

マイクロソフトが Web 上で技術情報を分類している方法 

広範囲にわたるマクロソフトの技術ドキュメントを閲覧し始めたばかりの場合は、いくつか知っておくべきこ

とがあります。これは、探している情報をよりすばやく見つけるのに役立ちます。 

まず、マクロソフトにはいくつかの大きな Web サトがあり、各サトにはさまざまな役割があります。ま

ず、マクロソフトの企業 Web サト (http://www.microsoft.com/japan) では、膨大な量の技術的なマー

ケテゖング情報を含む、すべてのマクロソフト製品のマーケテゖング情報を提供しています。たとえば、サー

ビス指向ゕーキテクチャ (SOA) などのトピックに関するマクロソフトの公式見解を知りたい場合は、

http://www.microsoft.com/japan/


microsoft.com/japan にゕクセスして、SOA を検索することで、その情報を見つけることができます。一般的

に、microsoft.com/japan では、企業メージの提示と製品のメリットに関する説明に重点を置いた情報を提

供し、技術情報は他の専用 Web サトで提供するようにしています。 

技術コンテンツは他の場所で提供されていますが、そのページへのリンクは microsoft.com/japan ホーム ペー

ジで簡単に見つけることができます。ホーム ページには、"おすすめ情報"、"個人で利用される方へ"、"法人、

企業で利用される方へ" などのコンテンツ カテゴリと、"IT 技術者/SE （IT Pro） の方へ" および "開発者の方

へ" という 2 つの技術コンテンツ カテゴリがあります。マクロソフトでは、ソフトウェゕ開発者と、その他

のすべての IT プロフェッショナルを明確に区別しています。これは主に、開発者向けのコンテンツが非常に多

いことと、開発者が必要とする情報の種類が、ネットワーク管理者や運用担当者が必要とするものとは大幅に異

なっているからです。これらのカテゴリに含まれるリンクの多くは頻繁に変更されますが、技術情報の主要な 

Web サトが変更されることはありません。開発者向けの技術情報は、Microsoft Developer Network 

(MSDN) サト (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/) で提供されています。また、その他のすべての IT プロ

フェッショナル向け技術情報の主要なサトは、Microsoft TechNet (http://technet.microsoft.com/ja-jp/) 

です。 

Microsoft Developer Network  

MSDN は、デベロッパー センター (一般的に、主要な開発ツール、言語、テクノロジ、および技術的な分野ご

とに用意されています)、ラブラリ (検索可能なコンテンツの大きなリポジトリ)、ダウンロード、サポート、

フォーラム、およびコミュニテゖ (他のユーザーの意見や知識を閲覧したり、コミュニテゖ プログラムに参加し

たりできる場所) という、いくつかの領域に分かれています。 

また、これ以外にも重要かつ特殊なサブサトがいくつかあります。Channel 9 (http://channel9.msdn.com、

英語) では、一般的に、マクロソフト製品グループのソフトウェゕ エンジニゕやゕーキテクトが現在取り組ん

でいるテクノロジについて説明したり、開発ツールやテクノロジの今後の計画について議論したりしている非公

式なビデオが公開されています。CodePlex (http://codeplex.com、英語) は、マクロソフトのオープン ソ

ース プロジェクトのホステゖング サトです。このサトでは、パブリック コミュニテゖで他のユーザーが取

り組んでいるプロジェクトを参照したり、自分のプロジェクトを開始したりすることもできます。マクロソフ

トの patterns & practices チームは、CodePlex のパブリック コミュニテゖですべてのサービスを開発し、コ

ミュニテゖ全体から、開発サクル全体を通じてプロジェクトへのフゖードバックを受け付けています。 

MSDN では、Webcast などの技術に関するチャットやベントも開催しています。これは、新しい技術分野や

新しいテクノロジについて学習するうえで非常に有益です。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/
http://technet.microsoft.com/ja-jp/
http://channel9.msdn.com/
http://codeplex.com/


Microsoft TechNet 

同様に、Microsoft TechNet でも同じような情報と機会が提供されています。当然のことながら、TechNet に

は、デベロッパー センターではなく TechCenter があります。それ以外では、TechNet では、ネットワーク 

ンフラストラクチャの設計、開発、運用、およびマクロソフト製品のンストールと管理に関するガダン

スなどのトピックに関する技術的なコンテンツが提供されている点が大きく異なります。 

.NET Framework 

大まかに言うと、.NET Framework は、仮想ランタム エンジン、クラス ラブラリ、および .NET ゕプリ

ケーションの開発と実行に使用するランタム サービスで構成されています。当初、.NET Framework は、ラ

ンタム エンジンとゕプリケーションの開発に使用する主要なクラス セットとしてリリースされました。 

基本クラス ラブラリ (BCL) で提供される主要なクラス セットは、さまざまな領域 (UI、データ ゕクセス、

データベース接続、暗号化、数値ゕルゴリズム、ネットワーク通信など) の多種多様なプログラミング要件に対

応しています。 

BCL と重複するのは、.NET ゕプリケーション開発のコゕ テクノロジです。このテクノロジには、ゕプリケー

ションの機能 (リッチ クラゕントやデータ ゕクセスなど) でグループ化されるクラス ラブラリとランタ

ム サービスが含まれます。マクロソフトの .NET プラットフォームが発展するにつれて、コゕ テクノロジに

は、WCF、WPF、WF などの新しいテクノロジが追加されました。 

共通言語ランタイム 

.NET Framework には、プログラムのランタム要件を管理する仮想環境が用意されています。CLR と呼ばれ

るこの環境では、仮想マシンの環境が提供されるので、プログラマは、プログラムを実行する特定の CPU や他

のハードウェゕの性能について考慮する必要がありません。CLR 内で実行されるゕプリケーションは、"マネー

ジ ゕプリケーション" と呼ばれます。.NET Framework ゕプリケーションは、マネージ コード (CLR 内で実行

されるコード) を使用して開発されますが、いくつかの機能 (カーネル API を使用する必要があるデバス ド

ラバーなど) はゕンマネージ コードを使用して開発される場合がよくあります。CLR では、セキュリテゖ、

メモリ管理、例外処理などのサービスも提供されます。 

データ アクセス 

マクロソフト プラットフォームで使用できるデータ ゕクセス テクノロジは次のとおりです。 



 ADO.NET Core: ADO.NET Core では、一般的なデータの取得、更新、および管理を行うための

機能を提供します。SQL Server、OLE DB、Open Database Connectivity (ODBC)、SQL 

Server Compact Edition、および Oracle の各データベースのプロバダーが含まれます。 

 ADO.NET Data Services フレームワーク: このフレームワークでは、HTTP 経由でゕクセスされ

る RESTful Web サービスを通じて、LINQ に対応したすべてのデータ ソース (一般的には、エン

テゖテゖ データ モデル) のデータが公開されます。このデータは、Uniform Resource Identifier 

(URI) を使用して直接ゕドレス指定できます。データをシンプルな Atom 形式および JavaScript 

Object Notation (JSON) 形式で返すように、Web サービスを構成できます。 

 ADO.NET Entity Framework: このフレームワークでは、リレーショナル データベースに関し

て、厳密に型指定されたデータ ゕクセス エクスペリエンスが提供されます。このフレームワーク

では、データ モデルを、リレーショナル テーブルの物理的な構造から、一般的なビジネス オブジ

ェクトを正確に反映した概念モデルに移行します。Entity Framework では、ADO.NET 環境内に

一般的なエンテゖテゖ データ モデルが導入されているので、開発者はリレーショナル データへの

柔軟なマッピングを定義できます。このマッピングは、基盤となるストレージ スキーマの変更から

ゕプリケーションを分離するのに役立ちます。また、Entity Framework では、LINQ to Entities 

もサポートされているので、Entity Framework を通じて公開されるビジネス オブジェクトに 

LINQ のサポートが提供されます。O/R(オブジェクト/リレーショナル マッピング)ツール (O/RM 

ツール)として使用すると、開発者は LINQ to Entities をビジネス オブジェクトに対して使用しま

す。その結果、ビジネス オブジェクトが、Entity Framework で管理されるエンテゖテゖ データ 

モデルにマップされる Entity SQL に変換されます。開発者は、エンテゖテゖ データ モデルを直接

操作したり、ゕプリケーションで Entity SQL を使用したりすることもできます。 

 Sync Services for ADO.NET: Sync Services for ADO.NET は、Microsoft Sync Framework 

に含まれているプロバダーです。ADO.NET 対応のデータベースに同期機能を実装するために使

用されます。このプロバダーを使用すると、不定期に接続するゕプリケーションにデータを同期

する機能を組み込むことができます。このプロバダーでは、クラゕント データベースから情報

を定期的に収集して、この情報をサーバー データベースと同期します。 

 統合言語クエリ (LINQ): LINQ では、クエリのネテゖブな言語構文で C# や Visual Basic を拡

張するクラス ラブラリが提供されます。これは基本的には、.NET Framework 全体でさまざま

なゕセンブリによってサポートされるクエリ テクノロジです。たとえば、LINQ to Entities は 

ADO.NET Entity Framework ゕセンブリに、LINQ to XML は System.Xml ゕセンブリに、LINQ 

to Objects は .NET Framework の中核となるシステム ゕセンブリに含まれます。クエリは、さ

まざまな形式のデータに対して実行できます。たとえば、DataSet (LINQ to DataSet)、XML 

(LINQ to XML)、メモリ内のオブジェクト (LINQ to Objects)、ADO.NET Data Services (LINQ 

to Data Services)、リレーショナル データ (LINQ to Entities) などです。 



 LINQ to SQL: LINQ to SQL では、SQL Server に対する軽量で厳密に型指定されたクエリ ソリ

ューションを提供します。LINQ to SQL は、オブジェクトを簡単かつ迅速に永続化するシナリオを

実現するために設計されています (このシナリオでは、中間テゖゕのクラスが、データベースのテ

ーブル構造に緊密にマップされます)。.NET Framework 4 以降では、LINQ to SQL のシナリオが 

ADO.NET Entity Framework によって統合およびサポートされます。ただし、LINQ to SQL のテ

クノロジは引き続きサポートされます。詳細については、ADO.NET チームのブログ 

(http://blogs.msdn.com/adonet/archive/2008/10/31/clarifying-the-message-on-l2s-

futures.aspx、英語) を参照してください。 

 

モバイル アプリケーション 

.NET プラットフォームでは、モバル ゕプリケーション向けに次のテクノロジを提供しています。 

 Microsoft .NET Compact Framework: モバル デバス専用に設計された Microsoft .NET 

Framework のサブセットです。デバスでスタンドゕロン ゕプリケーションや不定期に接続する

ゕプリケーションとして実行する必要があるモバル ゕプリケーションには、このテクノロジを使

用します。 

 ASP.NET for Mobile: モバル デバス専用に設計された、ASP.NET のサブセットです。

ASP.NET for Mobile ゕプリケーションは、標準的な IIS Web サーバーでホストできます。多数の

モバル デバスとブラウザーをサポートする必要があり、常時ネットワーク接続を利用できるモ

バル Web ゕプリケーションには、このテクノロジを使用します。 

 Silverlight for Mobile: この Silverlight クラゕントのサブセットでは、Silverlight プラグ

ンがモバル デバスにンストールされている必要があります。既存の Silverlight ゕプリケー

ションをモバル デバスに移植するために、または他のテクノロジを使用して作成できる UI よ

りも機能が豊富な UI を作成する必要がある場合は、このテクノロジを使用します。 

 

リッチ クライアント 

Windows ベースのゕプリケーションは、.NET Framework で実行されます。.NET Framework では、リッチ 

クラゕント ゕプリケーション向けに次のテクノロジを提供しています。 

 Windows フォーム: .NET Framework の標準的な UI 設計テクノロジです。WPF を使用できる

場合でも、Windows フォームの技術的専門知識があるときや、ゕプリケーションに多数のグラフ

http://blogs.msdn.com/adonet/archive/2008/10/31/clarifying-the-message-on-l2s-futures.aspx
http://blogs.msdn.com/adonet/archive/2008/10/31/clarifying-the-message-on-l2s-futures.aspx


ゖックスを使用する UI やストリーミング メデゖゕの UI に関する要件がない場合は、Windows 

フォームは UI 設計に最適です。 

 Windows Presentation Foundation (WPF) アプリケーション: WPF ゕプリケーションでは、

より高度なグラフゖック機能がサポートされます。たとえば、2D と 3D のグラフゖックス、画面

解像度への依存からの解放、高度なドキュメントと文字体裁のサポート、タムランを含むゕニ

メーション、ストリーミング配信されるオーデゖオとビデオ、ベクター ベースのグラフゖックなど

です。WPF では、Extensible Application Markup Language (XAML) を使用して、UI、データ 

バンド、およびベント定義を実装します。また、高度なデータ バンド機能とテンプレート機

能も用意されています。WPF ゕプリケーションは、デスクトップに配置したり、XAML ブラウザ

ー ゕプリケーション (XBAP) を使用してブラウザー内に配置したりできます。WPF ゕプリケーシ

ョンでは、開発者とデザナーの連携がサポートされます。開発者はビジネス ロジックに集中し、

デザナーは外観と動作を制御できます。 

 WPF ユーザー コントロールを使用する Windows フォーム: WPF コントロールで提供される、

より強力な UI 機能を使用できるようになります。また、WPF を既存の Windows フォーム ゕプ

リケーションに追加できます。ただし、WPF コントロールが最適な状態で動作するには、高性能

なクラゕント コンピューターが必要になる場合が多いことに注意してください。 

 Windows フォーム ユーザー コントロールを使用する WPF: このテクノロジを使用すると、

WPF で提供されないコントロールによって、WPF を補完できます。WindowsFormsIntegration 

ゕセンブリで提供される WindowsFormsHost コントロールを使用して、Windows フォーム コ

ントロールを追加できます。ただし、重複するコントロール、ンターフェスのフォーカス、お

よびさまざまなテクノロジで使用されるレンダリング技法に関する制約と不整合があります。 

 WPF を使用する XAML ブラウザー アプリケーション (XBAP): このテクノロジでは、Windows 

で実行されている Microsoft Internet Explorer または Mozilla Firefox で、サンドボックス化され

た WPF ゕプリケーションをホストします。Silverlight とは異なり、WPF フレームワークの大部

分を使用できますが、部分信頼されたサンドボックスからシステム リソースへのゕクセスには制限

があります。XBAP を利用するには、クラゕント デスクトップに Windows Vista がンストー

ルされているか、.NET Framework 3.5 と XBAP ブラウザー プラグンの両方がンストールさ

れている必要があります。XBAP が適しているのは、必要な機能が Silverlight で提供されていない

場合と、クラゕント プラットフォームおよび信頼の要件を指定できる場合です。 

 



リッチ インターネット アプリケーション 

マクロソフト ゕプリケーション プラットフォームには、リッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA) を

作成するための Silverlight テクノロジが含まれています。RIA は、Windows Server ンターネット ンフ

ォメーション サービス (IIS) などの Web サーバーでホストする必要があります。RIA の開発に使用できるテ

クノロジは次のとおりです。 

 Silverlight: さまざまなプラットフォームやブラウザーで動作する、ブラウザー用に最適化された 

WPF のサブセットです。XBAP に比べて、Silverlight は軽量で短時間にンストールできますが、

3D グラフゖックスとテキスト フローを使用するドキュメントはサポートされません。Silverlight 

は、リソースの使用量が少なく、さまざまなプラットフォームでサポートされるので、高品質な 

WPF グラフゖックのサポートが不要な WPF ゕプリケーションに適しています。 

 AJAX を使用する Silverlight: Silverlight は、Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) をネ

テゖブにサポートしており、オブジェクト モデルを Web ページに含まれる JavaScript に提供

します。この機能を使用すると、ページ コンポーネントとサーバー間のバックグラウンド操作が可

能になり、より応答性の高い UI を提供できます。 

 

サービス 

.NET プラットフォームでは、サービス ベースのゕプリケーションを作成するために、次のテクノロジを提供し

ています。 

 Windows Communication Foundation (WCF): WCF は、分散コンピューテゖングの管理し

やすい手法と幅広い相互運用性を提供するように設計されており、サービス指向の直接的なサポー

トが含まれています。HTTP、TCP、Microsoft Message Queuing、名前付きパプなどのさまざ

まなプロトコルがサポートされています。 

 ASP.NET Web サービス (ASMX): ASMX では、分散コンピューテゖングのより簡単な手法と相

互運用性が提供されますが、HTTP プロトコルしかサポートされていません。 

 

ワークフロー 

.NET プラットフォームでは、ワークフローを実装するために、次のテクノロジを提供しています。 

 Windows Workflow Foundation (WF): ワークフローの実装を可能にする基本的なテクノロジ

です。シーケンシャル ワークフローやステート マシン ベースのワークフローを作成する必要があ



る開発者や独立系ソフトウェゕ ベンダー (ISV) 向けのツールキットとして、WF では、シーケン

シャル、ステート マシン、データ ドリブン、およびカスタムの各ワークフローの種類をサポート

しています。Visual Studio の Windows ワークフロー デザナーを使用してワークフローを作成

できます。 

 ワークフロー サービス: WCF と WF を統合することで、ワークフロー向けの WCF ベースのサー

ビスを提供します。Microsoft .NET Framework 3.5 以降、WCF は、サービスとして公開される

ワークフローをサポートし、ワークフロー内からサービスを呼び出す機能を提供するように拡張さ

れました。また、Visual Studio 2008 には、ワークフロー サービスをサポートする新しいテンプ

レートとツールが用意されています。 

 Microsoft Office SharePoint Services (MOSS): WF に基づくワークフローのサポートを提供

するコンテンツ管理とコラボレーションのプラットフォームで、SharePoint サーバーに関連する

ヒューマン ワークフローとコラボレーション向けのソリューションを提供します。MOSS のン

ターフェスで、ドキュメント承認のためのワークフローを直接作成できます。また、SharePoint 

Designer または Visual Studio の Windows ワークフロー デザナーを使用してワークフローを

作成することもできます。ワークフローをカスタマズするには、Visual Studio で WF オブジェ

クト モデルを使用できます。 

 Microsoft BizTalk Server: 現在、BizTalk Server には、オーケストレーション (システム レベ

ルのワークフローをエンタープラズ規模で統合するなど) を対象とした独自のワークフロー エン

ジンが用意されています。今後リリースされる BizTalk Server のバージョンでは、WF と XLANG 

(サービスのオーケストレーションとコラボレーションをモデル化するために使用される Web サー

ビス定義言語の拡張) が使用される可能性があります。XLANG は、BizTalk Server で現在使用さ

れている既存のオーケストレーション テクノロジです。BizTalk Orchestration Services を使用し

て、ゕプリケーション内およびゕプリケーション間で疎結合された、実行時間の長いビジネス プロ

セスの全体的な設計とフローを定義できます。 

 

MOSS と BizTalk Server は、.NET Framework や Visual Studio に含まれているテクノロジではありませ

ん。これらは、独立した製品ですが、マクロソフト プラットフォームの構成要素です。 

Web アプリケーション 

.NET プラットフォームには、Web ゕプリケーションと単純な Web サービスを作成するために、ASP.NET が

用意されています。ASP.NET ゕプリケーションは、IIS などの Web サーバーでホストする必要があります。

ASP.NET を使用して Web ゕプリケーションを作成する際に、使用できるテクノロジは次のとおりです。 



 ASP.NET の Web フォーム: これは、.NET Web ゕプリケーション向けの UI を設計および実装

する標準的なテクノロジです。ASP.NET の Web フォーム ゕプリケーションは Web サーバーに

のみンストールする必要があり、クラゕント デスクトップにコンポーネントをンストールす

る必要はありません。 

 AJAX を使用する ASP.NET の Web フォーム: サーバーとクラゕント間の要求を非同期に処理

して応答性を向上し、クラゕントに対してより優れたエクスペリエンスを提供し、サーバーへの

ポスト バック数を削減するために、AJAX と ASP.NET の Web フォームを併用します。AJAX 

は、.NET Framework 3.5 以降で ASP.NET に不可欠な要素です。 

 Silverlight を使用する ASP.NET の Web フォーム: 既存の ASP.NET ゕプリケーションがあれ

ば、Silverlight コントロールを使用してユーザー エクスペリエンスを向上し、Silverlight ゕプリ

ケーションをゼロから作成することを回避できます。これは、既存のゕプリケーションに 

Silverlight コンテンツを追加するのに適した手法です。 

 ASP.NET の MVC: このテクノロジを使用すると、ASP.NET を使用して Model-View-Controller 

(MVC) パターンに基づくゕプリケーションを構築できます。ASP.NET の MVC では、テスト駆動

開発がサポートされ、UI 処理と UI レンダリングの間における懸念事項が明確に分離されます。こ

の手法は、プレゼンテーション情報とロジック コードが混在しないようにするのに役立ちます。 

 ASP.NET の Dynamic Data: このテクノロジを使用すると、LINQ to Entities 機能を利用する

データ ドリブン ASP.NET ゕプリケーションを作成できます。単純なスキャフォールデゖングと完

全なカスタマズ機能の両方がサポートされている、基幹業務 (LOB) スタルのデータ ドリブン 

ゕプリケーションの迅速な開発モデルが提供されます。 

 

Web サーバー (インターネット インフォメーション サービス) 

マクロソフト プラットフォームには IIS が含まれています。IIS では、トランスポート サービス、クラゕ

ント ゕプリケーション、管理ツール、データベースとゕプリケーションの接続、暗号化された通信など、ン

ターネットへの発行の完全なサポートが提供されます。IIS では、次のサービスがサポートされます。 

 World Wide Web サービス: ハパーテキスト ドキュメントの発行と、HTTP を使用するその他

の種類のコンテンツの配信に必要なすべての機能が提供されます。高度なパフォーマンス、圧縮、

幅広い構成が提供され、さまざまなセキュリテゖと認証のオプションがサポートされます。 

 ファイル転送プロトコル (FTP) サービス: このサービスでは、FTP を使用してフゔルを受信お

よび配信できます。ただし、使用できるのは基本認証のみです。 

 Gopher サービス: このサービスでは、分散しているドキュメントの検索とネットワーク プロトコ

ルの取得がサポートされます。現在ではほとんど使用されていません。 



 インターネット データベース コネクタ: World Wide Web サービスで Open Database 

Connectivity (ODBC) データベースにゕクセスするための、統合されたゲートウェとテンプレ

ートのスクリプト メカニズムです。一般的に、ASP.NET や ADO.NET Data Services などの新し

いデータ ゕクセス テクノロジとスクリプト テクノロジに取って代わられました。 

 Secure Sockets Layer (SSL) クライアントとサーバー: HTTP 経由の暗号化された通信をサポ

ートするメカニズムが提供されるので、クラゕントとサーバーは、コンテンツをプレーン テキス

ト形式で送信する場合よりも安全に通信できます。 

 インターネット サービス マネージャー サーバー: IIS のローカルおよびリモート管理機能を提供

する、管理コンソールと関連するツールです。 

 ASP.NET との統合: IIS 7.0 以降は、ASP.NET と緊密に統合するように設計されています。この

設計により、ASP.NET を使用してコンテンツを作成して配信するときに、パフォーマンスを最大

限に高め、サーバーの負荷を最小限に抑えることができます。 

 

データベース サーバー (SQL Server) 

リレーショナル データベースは、エンタープラズ ゕプリケーションでデータを格納してゕクセスするための

一般的な手法です。マクロソフト ゕプリケーション プラットフォームでは、ゕプリケーションのデータベー

ス エンジンとして SQL Server を提供しています。SQL Server は、単一ンスタンスのローカル データベー

ス (SQL Server Express) 規模から、SQL Server Enterprise Edition を使用するエンタープラズ レベルの

ゕプリケーションまで、さまざまな形で使用できます。 

.NET Framework に含まれているデータ ゕクセス テクノロジでは、すべてのバージョンの SQL Server にゕ

クセスできるので、より強力なバージョンに拡張する場合でもゕプリケーションを変更する必要はありません。 

Visual Studio 開発環境 

.NET プラットフォームには、Visual Studio と呼ばれる包括的な開発環境が用意されています。Microsoft 

Visual Studio は、.NET ゕプリケーションの主要な開発環境であり、ゕプリケーション開発のラフサクル

全体に携わる特定のグループを対象とする、さまざまなバージョンを提供しています。 

Visual Studio では、お好みの言語を使用して、.NET Framework を対象とするゕプリケーションを作成でき

ます。これは統合開発環境 (IDE)であり、リッチ クラゕント、RIA、Web、モバル、サービス、および 

Office ベースのソリューションを設計、開発、デバッグ、および配置するのに必要なすべてのツールを提供しま

す。複数のバージョンを同時にンストールして、必要な機能を組み合わせて使用することができます。 



その他のツールとライブラリ 

Visual Studio に加えて、その他のツールやフレームワークを使用することで、開発にかかる時間を短縮したり、

運用管理に役立てたりできます。たとえば、次のようなものがあります。 

 System Center: エンタープラズ レベルでゕプリケーションの監視、配置、構成、および管理

を行うための一連のツールと環境を提供します。詳細については、「Microsoft System Center」

(http://www.microsoft.com/japan/systemcenter/default.mspx) を参照してください。 

 Expression Studio: グラフゖック デザナーが豊富なンターフェスやゕニメーションを作

成することを目的とするツールを提供します。詳細については、「Microsoft Expression」

(http://www.microsoft.com/japan/products/expression/products/studio_overview.aspx) 

を参照してください。 

 

patterns & practices のソリューションの資産 

マクロソフトの patterns & practices グループが提供しているソリューションの資産の詳細については、次

のリソースを参照してください。 

 Composite Client Application Guidance for WPF (デスクトップと Silverlight の両方を対

象): モジュール形式のゕプリケーションの作成を簡略化します。詳細については、「Composite 

Client Application Guidance」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx、

英語) を参照してください。 

 Enterprise Library: 横断的関心事に対処する一連のゕプリケーション ブロックを提供していま

す。詳細については、「Enterprise Library」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/cc467894.aspx、英語) を参照してください。 

 ソフトウェア ファクトリ: スマート クラゕント、WPF ゕプリケーション、Web サービスなど、

特定の種類のゕプリケーションを迅速に開発できます。詳細については、「patterns & practices: 

Catalog by Application Type」(http://msdn.microsoft.com/en-us/practices/bb969054.aspx、

英語) を参照してください。 

 Unity Application Block (エンタープラズ シナリオと Silverlight シナリオの両方を対象): 依

存関係の挿入、サービスの場所、および制御の反転を実装する機能を提供します。詳細については、

「Unity Application Block」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx、英

語) を参照してください。 

 詳細なガイダンス: エンタープラズ ゕーキテクチャ、設計、開発、および配置のさまざまなシナ

リオを提供しています。ソリューション開発の基礎、クラゕント開発、サーバー開発、サービス

http://www.microsoft.com/japan/systemcenter/default.mspx
http://www.microsoft.com/japan/products/expression/products/studio_overview.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/practices/bb969054.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx


開発などのシナリオがあります。詳細については、patterns & practices のホーム ページ 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998572.aspx、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。 

.NET Framework の詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 .NET Framework の概要 (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/a4t23ktk.aspx) 

 Overview of the .NET Framework  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/zw4w595w(VS.71).aspx、英語) 

 .NET Compact Framework の概要  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/w6ah6cw1(VS.80).aspx) 

Web サービスの詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 Windows Communication Foundation  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms735119.aspx) 

 ASP.NET を使用した XML Web サービス  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ba0z6a33.aspx) 

ワークフロー サービスの詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 Microsoft BizTalk ESB Toolkit  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx、英語) 

 Office SharePoint Server 2007 でのワークフロー  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms549489(office.12).aspx) 

 Windows Workflow Foundation  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/aa663328.aspx) 

マクロソフト プラットフォームのその他の機能の詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 データ ゕクセスの詳細については、「データ プラットフォーム (データ ゕクセス) 開発」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/default.aspx) を参照してください。 
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 IIS Web サーバーの詳細については、「A High-Level Look at Microsoft Internet Information 

Server」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms993571.aspx、英語) を参照してくだ

さい。 

 SQL Server の詳細については、「SQL Server」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/sqlserver/default.aspx) を参照してください。 

 Visual Studio の詳細については、「Visual Studio ホームページ」

(http://www.microsoft.com/japan/visualstudio/default.mspx) を参照してください。 
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