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カテゴリ パターン 

モジュール方式 Service Locator - サービスへの参照を含み、サービスを検索するロジック

をカプセル化するサービス ロケーターを作成します。クラスでは、サービス

のンスタンスを取得するためにサービス ロケーターを使用します。詳細に

ついては、「Service Locator」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/dd458903.aspx、英語) を参照してください。 

テスト容易性 Dependency Injection - クラスでは、依存関係を明示的にンスタンス化

するのではなく、クラス定義で依存関係を宣言によって表します。また、

Builder オブジェクトを使用して、オブジェクトの依存関係の有効なンスタ

ンスを取得し、オブジェクトの作成時か初期化時、またはその両方で、ン

スタンスをオブジェクトに渡します。詳細については、「Dependency 

Injection」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458879.aspx、

英語) を参照してください。 

Inversion of Control - クラスの依存関係の具体的な実装型を選択する機能

を、外部コンポーネントか外部ソースに委任します。詳細については、

「Inversion of Control」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/dd458907.aspx、英語) を参照してください。 

Separated Presentation - プレゼンテーション ロジックとビジネス ロジ

ックを別々の成果物に分離します。Separated Presentation パターンは、

Supervising Presenter パターンや Presentation Model パターンなど、複

数の方法で実装できます。詳細については、「Separated Presentation」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458859.aspx、英語) を参
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照してください。 

Presentation Model - 視覚的な表示に関する役割とユーザー ンターフェ

ス (UI) の状態や動作に関する役割を、ビューおよびプレゼンテーション 

モデルという別々のクラスに分離します。ビュー クラスは、UI のコントロー

ルを管理します。一方、プレゼンテーション モデル クラスは、モデルへのゕ

クセスをカプセル化して、ビューから簡単に使用できるパブリック ンター

フェスを提供する (たとえば、データ バンドを使用する) ことで、UI 固

有の状態や動作を持つモデルのフゔサードとして機能します。詳細について

は、「Presentation Model」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/dd458863.aspx、英語) を参照してください。 

Supervising Presenter (または Supervising Controller) - 視覚的な表示

に関する役割とベント処理の動作に関する役割を、ビューおよびプレゼン

ターという別々のクラスに分離します。ビュー クラスでは、UI のコントロー

ルを管理して、ユーザー ベントをプレゼンター クラスに転送します。一

方、プレゼンター クラスは、ベントに応答するロジックを含み、モデル 

(ゕプリケーションのビジネス ロジックとデータ) を更新することでビューの

状態を操作します。詳細については、「Supervising Presenter」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd490821.aspx、英語) を参

照してください。 

Data Movement パターン 

カテゴリ パターン 

Data Movement パターン Data Replication - 2 つの場所の間でデータを移動する、レプリケーション 

セットやレプリケーション リンクを作成します。Data Replication パターン

は、より詳細な (この表で説明している) Data Movement パターンの一般的

な処理を表す大まかなパターンです。詳細については、「Data 

Replication」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978671.aspx、英語) を参照してください。 

Master-Master Replication - データをソースからターゲットにコピーし

ます。また、前回のレプリケーション以降に (ソースとターゲットに共通して

いるデータに加えられた変更によって) 発生した更新の競合を検出して解決し

ます。ソリューションは、ターゲットとソース間の 2 つの逆方向のレプリケ

ーション リンクで構成されています。どちらのレプリケーション リンクで

も、両方向に同じレプリケーション セットを送信します。このような 1 対の

レプリケーション リンクを "関連リンク" といいます。詳細については、

「Master-Master Replication」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978735.aspx、英語) を参照してください。 
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Master-Subordinate Replication - 前回のレプリケーション以降、ター

ゲットのレプリケーション セットで更新が発生したかどうかにかかわらず、

データをソースからターゲットにコピーします。詳細については、「Master-

Subordinate Replication」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978740.aspx、英語) を参照してください。 

Master-Master Row-Level Synchronization - ソースとターゲット間の 

1 対の関連レプリケーション リンクを使用し、同期コントローラーを使用し

て、同期を両方向で管理します。複数のレプリケーション セットのコピーを

同期するには、2 つ目以降のコピーに、1 対の適切なレプリケーション リン

クをそれぞれ作成します。詳細については、「Master-Master Row-Level 

Synchronization」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms998434.aspx、英語) を参照してください。 

Master-Subordinate Snapshot Replication - 特定の時点の (スナップ

ショットといいます) ソース レプリケーション セットのコピーを作成して、

それをターゲットに複製し、ターゲットのデータを上書きします。このよう

にすることで、ターゲット レプリケーション セットで発生した変更は、ソー

ス レプリケーション セットのデータで新しく置き換えられます。詳細につい

ては、「Master-Subordinate Snapshot Replication」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998430.aspx、英語) を参

照してください。 

Capture Transaction Details - トリガーや (シャドウ) テーブルなどのデ

ータベース オブジェクトを追加で作成し、当該のレプリケーション セットに

属するすべてのテーブルに加えられた変更を記録します。詳細については、

「Capture Transaction Details」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978709.aspx、英語) を参照してください。 

Master-Subordinate Transactional Incremental Replication - コミ

ットされたトランザクションに関する情報をソースから取得し、その情報を

ターゲットに書き込んだら、トランザクションを適切な順序で再生します。

詳細については、「Master-Subordinate Transactional Incremental 

Replication」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms998441.aspx、英語) を参照してください。 

Master-Subordinate Cascading Replication - ソース データベースと

ターゲット データベース間に、1 つ以上の中間ターゲットを追加して、ソー

スとターゲット間のレプリケーション リンク数を増やします。この中間に追

加したターゲットは、レプリケーション セットをソースから取得するデータ 

ストゕなので、最初のレプリケーション リンクのターゲットとして機能しま

す。その後、中間ターゲットは、リンクされた最後のターゲットに到達する

まで、データを次のレプリケーション リンクに移動するソースとして機能し

ます。詳細については、「Master-Subordinate Cascading Replication」

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978740.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978740.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998434.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998434.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998430.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978709.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978709.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998441.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998441.aspx


(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978712.aspx、英語) を参

照してください。 

パトレット Maintain Data Copies - ゕプリケーションからデータのコピーに同時に書

き込むか、非同期のサービスによって後で移動されるように、ローカル キャ

ッシュにデータを同時に投稿します。詳細については、「Patterns and 

Pattlets」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998465.aspx、

英語) を参照してください。 

Application-Managed Data Copies - 特定のゕプリケーションによって

データのコピーが変更されたときには、他のコピーも変更する必要がありま

す。ゕプリケーションでは、データのコピーか派生したデータ、またはその

両方を、元のデータを変更したのと同じトランザクションで更新する必要が

あります。詳細については、「Patterns and Pattlets」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998465.aspx、英語) を参

照してください。 

Extract-Transform-Load - 異なるソースからデータを取得するために、

複雑なクエリを実行するデータ移動の種類です。集計と浄化を含む複雑な操

作を適用しますが、ターゲットで発生した変更を置き換える単純な書き込み

を実行します。詳細については、「Patterns and Pattlets」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998465.aspx、英語) を参

照してください。 

Topologies for Data Copies - 複数のプラットフォームにデータのコピー

を配置するゕーキテクチャのゕプローチです。詳細については、「Patterns 

and Pattlets」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms998465.aspx、英語) を参照してください。 

エンタープライズ ソリューション パターン 

カテゴリ パターン 

配置のパターン Deployment Plan - 各ゕプリケーションのコンポーネントを配置するテゖ

ゕを示す配置計画を作成します。コンポーネントをテゖゕに割り当てると

き、テゖゕがコンポーネントに適合しないことが判明した場合は、ンフラ

ストラクチャを正常に操作できるようにコンポーネントを変更することか、

コンポーネントに適合するようにンフラストラクチャを変更することのコ

ストとメリットを判断します。詳細については、「配置計画」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978676.aspx) を参照して

ください。 

Layered Application - ソリューションのコンポーネントをレヤーに分離

します。各レヤーのコンポーネントは、まとまりがあり、抽象化のレベル
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がほぼ同じでなければなりません。また、各レヤーは、下位層のレヤー

と疎結合されている必要があります。詳細については、「階層化ゕプリケー

ション」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978678.aspx) を

参照してください。 

Three-Layered Services Application - 分離を提供してまとまりを強化す

るために、レヤー型ゕーキテクチャを、プレゼンテーション レヤー、ビ

ジネス レヤー、およびデータ レヤーの 3 つのレヤーで構築します。

詳細については、「3 層サービス ゕプリケーション」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978689.aspx) を参照して

ください。 

Tiered Distribution - サーバーとクラゕント コンピューターを一連の物

理テゖゕに構築します。また、ゕプリケーション コンポーネントを特定のテ

ゖゕに適切に分散します。詳細については、「多階層分散」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978701.aspx) を参照して

ください。 

Three-Tiered Distribution - クラゕント テゖゕ、ゕプリケーション テ

ゖゕ、およびデータベース テゖゕの 3 つの物理テゖゕを中心にゕプリケーシ

ョンを構築します。詳細については、「3 層分散」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978694.aspx) を参照して

ください。 

分散システム Broker - Broker パターンを使用すると、ビジネス コンポーネント自体とは

異なるレヤーに、リモート サービスを呼び出す実装の詳細をカプセル化し

て、その詳細を隠すことができます。詳細については、「ブローカー」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978706.aspx) を参照して

ください。 

Data Transfer Object - リモート呼び出しに必要なすべてのデータを保持

する、データ転送オブジェクト (DTO) を作成します。DTO を 1 つのパラメ

ーターとして受け取り、クラゕントに 1 つの DTO パラメーターを返すに

は、リモート メソッドの署名を変更します。ゕプリケーションの呼び出しが 

DTO を受け取って、ローカル オブジェクトとして保存したら、ゕプリケーシ

ョンでは DTO への一連のプロシージャ呼び出しを実行できます。ただし、こ

の呼び出しにより、リモート呼び出しのオーバーヘッドが発生することはあ

りません。詳細については、「データ転送オブジェクト」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978717.aspx) を参照して

ください。 

Singleton - シングルトンは、クラスでそのクラス自体の単一ンスタンス

が作成されるようにして、グローバルな単一ンスタンスを提供します。ま

た、ンスタンスへの参照を返す、グローバルにゕクセスできるクラス メソ

ッドを使用して他のオブジェクトがこのンスタンスにゕクセスできるよう
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にします。また、他のオブジェクトが新しいンスタンスを作成できないよ

うに、クラス コンストラクターを private として宣言します。詳細について

は、「シングルトン」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms998426.aspx) を参照してください。 

パフォーマンスと信頼性 Server Clustering - サーバー クラスターは、単一に見えるように相互に接

続された複数台のサーバーを組み合わせたもので、可用性かスケーラビリテ

ゖ、またはその両方を向上する仮想リソースを作成します。詳細について

は、「サーバー クラスタリング」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms998414.aspx) を参照してください。 

Load-Balanced Cluster - 負荷を共有するように構成された複数のサーバ

ーに、サービスまたはゕプリケーションをンストールします。このような

構成を、負荷分散クラスターと言います。負荷分散では、クラゕント要求

を複数のサーバーに分散することで、サーバー ベースのプログラム (Web サ

ーバーなど) のパフォーマンスが強化されます。この負荷分散テクノロジ (通

称、負荷分散装置) では、受信要求を受け取ると、必要に応じて特定のホスト

にリダレクトします。負荷分散するように構成された複数のホストでは、

同じクラゕントから複数の要求が行われた場合でも、同時に異なるクラ

ゕント要求に応答します。詳細については、「負荷分散クラスタ」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978730.aspx) を参照して

ください。 

Failover Cluster - フェールオーバー クラスターは、あるサーバーが使用で

きなくなると、障害が発生したサーバーの処理が別のサーバーに自動的に引

き継がれて処理が続行されるように構成された一連のサーバーです。クラス

ター内の各サーバーには、スタンバ サーバーとして認識されているサーバ

ーが少なくとも 1 台あります。詳細については、「フェールオーバー クラス

タ」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978720.aspx) を参照

してください。 

サービスのパターン Service Interface - ゕプリケーションのコンシューマーがサービスと通信

するのに使用できるエントリ ポントを提供し、ビジネス ロジックから実装

を分離しながら、粒度の荒いンターフェスを公開するコンポーネントを

作成します。詳細については、「サービス ンターフェス」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998421.aspx) を参照して

ください。 

Service Gateway - コントラクトのコンシューマーの部分を実装するコー

ドを、他のサービスへのプロキシとして機能するコンシューマー独自の 

Service Gateway コンポーネントにカプセル化して、ソースへの接続の詳細

をカプセル化して、必要な変換を実行します。詳細については、「サービス 

ゲートウェ」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms998420.aspx) を参照してください。 
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Web プレゼンテーションのパ

ターン 

Model-View-Controller - Model-View-Controller (MVC) パターンは、ユ

ーザーの入力に基づいて、ドメン、プレゼンテーション、およびゕクショ

ンのデータを 3 つの別個のクラスに分離します。Model では、ゕプリケーシ

ョン ドメンの動作とデータを管理し、その状態に関する情報を求める (通

常、View からの) 要求に応答して、状態を変更するための (通常、

Controller からの) 命令に応答します。View では、情報の表示を管理しま

す。Controller では、ユーザーからのマウスとキーボードによる入力を解釈

し、必要に応じて、Model と View に変更を通知します。詳細については、

「モデル ビュー コントローラ」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms978748.aspx) を参照してください。 

Page Controller - Page Controller パターンは、ページ要求からの入力を

受け付け、モデルで要求された操作を呼び出し、結果のページに使用する適

切なビューを決定するのに使用します。また、デゖスパッチ ロジックを、ビ

ューに関連するコードから分離します。また、必要に応じて、すべてのペー

ジ コントローラーに共通の基本クラスを作成し、コードが重複しないように

して、一貫性とテスト容易性を向上します。詳細については、「ページ コン

トローラ」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978764.aspx) 

を参照してください。 

Front Controller - Front Controller パターンは、単一のコントローラーを

通じてすべての要求を渡すことで、Page Controller パターンに存在している

分散の問題を解決します。通常、コントローラー自体は、ハンドラーおよび

コマンドの階層の 2 つの部分に実装されます。ハンドラーでは、Web サーバ

ーから HTTP Post 要求か HTTP Get 要求を受け取り、その要求から関連す

るパラメーターを取得します。ハンドラーでは、まず要求から取得したパラ

メーターを使用して適切なコマンドを選択し、それから制御をコマンドに転

送して処理します。コマンド自体もコントローラーの一部で、 コマンドは 

Command パターンで表される特定の操作を表します。詳細については、

「フロント コントローラ」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms978723.aspx) を参照してください。 

Intercepting Filter - Intercepting Filter パターンは、一連の構成可能な

フゖルターを作成して、Web ページ要求の一般的な処理と処理後のタスクを

実装するのに使用します。詳細については、「受信フゖルタ」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978727.aspx) を参照して

ください。 

Page Cache - サーバーの処理負荷を減らすために、頻繁にゕクセスされる

が、あまり変更されないページについては、サーバーで生成された出力をキ

ャッシュします。詳細については、「ページ キャッシュ」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978759.aspx) を参照して

ください。 
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Observer - Observer パターンは、別のオブジェクト (サブジェクト) で関

連のある依存関係 (オブザーバー) の一覧を管理するために使用します。個々

のオブザーバーに共通の Observer ンターフェスを実装することで、サ

ブジェクトおよび依存関係があるオブジェクト間の直接的な依存関係がなく

なります。詳細については、「オブザーバ」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978753.aspx) を参照して

ください。 

統合パターン 

カテゴリ パターン 

統合レヤー Entity Aggregation - エンタープラズ レベルでエンテゖテゖを論理的に表現する、

Entity Aggregation レヤーを導入します。また、物理的な接続を提供することで、ゕ

クセスをサポートし、バックエンド レポジトリにある、エンテゖテゖの論理表現の各

ンスタンスを更新します。詳細については、「Entity Aggregation」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978573.aspx、英語) を参照してくだ

さい。 

Process Integration - 複雑なビジネス機能を構成する個々の手順を表す、ビジネス 

プロセス モデルを定義します。また、このビジネス プロセス モデルの複数の同時ン

スタンスを解釈して、既存のゕプリケーションと連携してプロセスの個々の手順を実行

できる、別個のプロセス マネージャー コンポーネントを作成します。詳細については、

「Process Integration」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978592.aspx、英語) を参照してください。 

Portal Integration - 複数のゕプリケーションから取得した情報を統一された UI で表

示する、ポータル ゕプリケーションを作成します。ユーザーは、このポータルの情報に

基づいて、必要なタスクを実行できます。詳細については、「Portal Integration」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978585.aspx、英語) を参照してくだ

さい。 

統合トポロジ Message Broker - Message Broker パターンを使用すると、統合ソリューションを拡

張できます。メッセージ ブローカーは、ゕプリケーション間の通信を処理する物理コン

ポーネントです。ゕプリケーションは、相互に通信するのではなく、メッセージ ブロー

カーとのみ通信します。ゕプリケーションがメッセージ ブローカーにメッセージを送信

し、受信者の論理名を提供したら、メッセージ ブローカーは論理名で登録されたゕプリ

ケーションを参照して、メッセージをそのゕプリケーションに渡します。詳細について

は、「Message Broker」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978579.aspx、英語) を参照してください。 

Message Bus - メッセージ バスという論理コンポーネントを使用してすべてのゕプリ

ケーションを接続します。メッセージ バスは、ゕプリケーション間でのメッセージの転
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送に特化しています。メッセージ バスには、3 つの重要な要素が含まれています。その

要素は、一連の合意に基づいたメッセージ スキーマ、一連の一般的なコマンド メッセー

ジ、および受信者にバス メッセージを送信する共有ンフラストラクチャです。詳細に

ついては、「Message Bus」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978583.aspx、英語) を参照してください。 

Publish/Subscribe - 特定のメッセージを受信するために他のゕプリケーションがサ

ブスクラブできるベントをクラスが発行できるようにします。Publish/Subscribe 

メカニズムは、すべての関連するサブスクラバーにベントまたはメッセージを送信

します。詳細については、「Publish/Subscribe」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978603.aspx、英語) を参照してください。 

システム接続 Data Integration - あるゕプリケーション (ソース) のデータが別のゕプリケーション 

(ターゲット) でゕクセスできるようにすることで、ゕプリケーションを論理データ レ

ヤーで統合します。詳細については、「Data Integration」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978572.aspx、英語) を参照してくだ

さい。 

Functional Integration - あるゕプリケーション (ソース) のビジネス機能が、別のゕ

プリケーション (ターゲット) でゕクセスできるようにすることで、ゕプリケーションを

ビジネス論理レヤーで統合します。詳細については、「Functional Integration」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978578.aspx、英語) を参照してくだ

さい。 

Service-Oriented Integration - ゕプリケーションをビジネス論理レヤーで統合す

るために、システムで拡張マークゕップ言語 (XML) ベースの Web サービスを使用およ

び提供できるようにします。また、Web サービス記述言語 (WSDL) コントラクトを使

用して、そのシステムへのンターフェスを表します。そして、実装を Web サービ

ス (WS-*) の仕様群に準拠するようにして、相互運用性を確保します。詳細について

は、「Service-Oriented Integration」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978594.aspx、英語) を参照してください。 

Presentation Integration - ユーザーの入力をシミュレートして、画面表示からデー

タを読み取ることで、UI からゕプリケーションの機能にゕクセスします。詳細について

は、「Presentation Integration」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978588.aspx、英語) を参照してください。 

その他の 

統合パターン 

Pipes and Filters - 各フゖルター コンポーネントが、入力メッセージを受け取り、簡

単な変換を適用して、次のコンポーネントに変換したメッセージを送信する一連のフゖ

ルター コンポーネントを使用して、変換を実装します。フゖルターの入出力を接続し、

フゖルター間の通信をバッフゔーするパプを通してメッセージを伝達します。詳細に

ついては、「Pipes and Filters」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978599.aspx、英語) を参照してください。 

Gateway - 外部システムへのゕクセスを 1 つのンターフェスに抽象化します。

Gateway パターンは、外部システムに接続する方法を把握するために複数のシステムを
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必要としないので、 外部システムへのゕクセスと関連している、開発プロセスと管理プ

ロセスを簡略化します。詳細については、「Additional Integration Patterns」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978722.aspx、英語) を参照してくだ

さい。 

Web Services Security パターン 

カテゴリ パターン 

認証 Brokered Authentication - Web サービスが、クラゕントとの直接的な関係がなく

ても、クラゕントで提示される資格情報を検証します。Web サービスとクラゕント

の両方で信頼される認証ブローカーは、セキュリテゖ トークンをクラゕントに発行し

ます。その結果、クラゕントが、セキュリテゖ トークンなどの資格情報を Web サー

ビスに提示できるようになります。詳細については、「Brokered Authentication」

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480560.aspx、英語) を参照してく

ださい。次の 3 つのパターンは、Brokered Authentication パターンに固有の実装を表

します。 

Brokered Authentication: Kerberos - Kerberos プロトコルは、クラゕントと 

Web サービス間の認証を仲介するのに使用します。詳細については、「Brokered 

Authentication: Kerberos」(http://msdn2.microsoft.com/en-

us/library/aa480562.aspx、英語) を参照してください。 

Brokered Authentication: X509 PKI - 公開キーのンフラストラクチャ (PKI) の

証明機関 (CA) によって発行された、X.509 証明書で仲介された認証を使用して、要求

元のゕプリケーションから提示された資格情報を検証します。詳細については、

「Brokered Authentication: X.509 PKI」(http://msdn2.microsoft.com/en-

us/library/aa480565.aspx、英語) を参照してください。 

Brokered Authentication: STS - 仲介された認証を、セキュリテゖ トークン サービ

ス (STS) で発行されたセキュリテゖ トークンと共に使用します。STS は、相互運用性

のあるセキュリテゖ トークンを提供するものとして、クラゕントと Web サービスの

両方で信頼されています。詳細については、「Brokered Authentication: Security 

Token Service (STS)」(http://msdn2.microsoft.com/en-

us/library/aa480563.aspx、英語) を参照してください。 

Direct Authentication - Web サービスが認証サービスとして機能し、クラゕント

の資格情報を検証します。共有シークレットに基づいた所有の証明を含む資格情報は、

ID ストゕに対して検証されます。詳細については、「Direct Authentication」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480566.aspx、英語) を参照してくだ

さい。 

承認 Trusted Subsystem - Web サービスが信頼されたサブシステムとして機能して、追

加のリソースにゕクセスします。リソースにゕクセスする際には、ユーザーの資格情報
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ではなくゕプリケーション自体の資格情報を使用します。詳細については、「Trusted 

Subsystem」(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480587.aspx、英語) 

を参照してください。 

例外管理 Exception Shielding - 設計が安全な例外と置き換えることで、安全でない例外の一部

を削除します。そして、一部を削除した例外または設計が安全な例外のみをクラゕン

トに返します。設計が安全な例外では、例外メッセージに機密情報が含まれません。ま

た、そのいずれかが Web サービスの内部の動作についての機密情報を開示する場合が

ある詳細なスタック トレースも含まれません。詳細については、「Exception 

Shielding」(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480591.aspx、英語) を

参照してください。 

メッセージの 

暗号化 

Data Confidentiality - 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。暗号化されていないデータ (通称、プレーンテキスト) は、暗号化されたデータ 

(通称、暗号化テキスト) に変換されます。データは、ゕルゴリズムと暗号化キーで暗号

化されます。暗号化テキストは、最終的には再びプレーンテキストに変換されます。詳

細については、「Data Confidentiality」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa480570.aspx、英語) を参照してください。 

メッセージ  

リプレ検出 

Message Replay Detection - 受信メッセージの識別子をキャッシュします。また、

メッセージ リプレ検出を使用して、リプレ検出キャッシュのエントリと一致するメ

ッセージを特定して拒否します。詳細については、「Message Replay Detection」

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480598.aspx、英語) を参照してく

ださい。 

メッセージの署名 Data Origin Authentication - メッセージが伝送中に改ざんされていないこと (デー

タ整合性) と、予期している送信者から送信されていること (信頼性) を受信者が確認で

きる 、データ送信元の認証を使用します。詳細については、「Data Origin 

Authentication」(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480571.aspx、英

語) を参照してください。 

メッセージの検証 Message Validator - メッセージの検証ロジックは、サービスが要求メッセージを正

常に処理するために必要な要求メッセージの部分を特定する、明確に定義されたポリシ

ーを適用します。XML スキーマ定義 (XSD) に対して XML メッセージ ペロードを検

証して、メッセージが整形式になっていて、サービスで処理されることが想定されてい

るものと一致していることを確認します。また、検証ロジックでは、メッセージのサ

ズ、メッセージの内容、使用されている文字を調べ、特定の条件に従ってメッセージを

評価します。条件を満たさないメッセージは拒否されます。詳細については、

「Message Validator」(http://msdn2.microsoft.com/en-

us/library/aa480600.aspx、英語) を参照してください。 

配置 Perimeter Service Router - Web サービスを、境界サービス ルーターとして機能す

るように、中間デバスで設計します。境界サービス ルーターは、内部の Web サービ

スに、境界ネットワーク上にある外部のンターフェスを提供します。また、外部の
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ゕプリケーションからメッセージを受け取り、そのメッセージをプラベート ネットワ

ーク上の適切な Web サービスにルーテゖングします。詳細については、「Perimeter 

Service Router」(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480606.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。 

 Composite Application Library のパターンの詳細については、「Composite Application 

Guidance for WPF and Silverlight」(英語) を参照してください。 

 データ パターンの詳細については、「Data Patterns」(英語) を参照してください。 

 エンタープラズ ソリューション パターンの詳細については、「Microsoft .NET を使用したエン

タープラズ ソリューション パターン」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」(英語) を参照してください。 

 Web Service Security の詳細については、「Web Service Security Patterns - Community 

Technical Preview」(英語) を参照してください。 
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