
© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.     1 

 

                                                                         

 

 

 

 

実践！ Azure と Visual Studio を 
活用した高速開発・テスト 

 

 
 
  



 

2          © 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

目次 

実践！ Azure と Visual Studio を活用した高速開発・テスト ......................... 1 

1.1. Visual Studio の環境設定 ...................................................................................................... 4 

1.1.1. Visual Studio 2013 Update 4 のインストール ................................................................................ 4 

1.1.2. Microsoft Azure SDK 2.5 のインストール ....................................................................................... 8 

1.1.3. Microsoft Azure サブスクリプションへの接続 .......................................................................... 13 

1.2. Azure Web サイト作成と構成 ............................................................................................ 21 

1.2.1. Azure Web サイトの新規作成............................................................................................................ 21 

1.3. Azure 管理ポータルの確認 .................................................................................................. 24 

1.4. Azure SQL データベース作成と構成 .................................................................................. 28 

1.4.1. SQL データベースのファイア ウォールの構成 ......................................................................... 28 

1.4.2. SQL Server オブジェクト エクスプローラーからの接続 ...................................................... 32 

1.4.3. 新しいテーブルの作成のためのクエリを作成して実行 ......................................................... 34 

1.4.4. 新しいデータ接続を作成しサンプル データを登録 ................................................................ 41 

1.5. Visual Studio からの Azure へのアプリ デプロイ ......................................................... 47 

1.5.1. Visual Studio Online アカウントの作成 ......................................................................................... 47 

1.5.2. ASP.NET MVC アプリケーション プロジェクトの新規作成 ................................................. 50 

1.5.3. Azure SQL データベースから Entity Data Model を作成...................................................... 57 

1.6. Azure 上のアプリの Visual Studio からのデバッグ ....................................................... 64 

1.6.1. Azure Web サイトへのアプリケーションの配置 ...................................................................... 64 

1.6.2. Azure Web サイト上のアプリケーションのデバッグ ............................................................. 69 

1.6.3. バージョン管理リポジトリへのチェックイン ........................................................................... 74 

1.7. Visual Studio Online "Monaco" によるコード編集 ........................................................ 77 

1.7.1. ソース管理からのデプロイの設定 ................................................................................................... 77 

1.7.2. Monaco の有効化 .................................................................................................................................... 81 

 

 

  



 

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.          3 

 

演習の目標 

 ASP.NET MVC アプリケーションを Microsoft Azure Web サイトへ配置しテス

トする方法について学習します。 

 

演習の概要 

 Visual Studio の環境設定 

 Azure Web サイト作成と構成 

 Azure SQL データベース作成と構成 

 Visual Studio からの Azure へのアプリ デプロイ 

 Azure 上のアプリの Visual Studio  からのデバッグ 

 Visual Studio Online ”Monaco” によるコード編集 

 

演習の前提条件 

 この自習書を始める前に、以下の前提条件を満たす必要があります。 

 Microsoft アカウントを作成済みであること 

 Microsoft Azure サブスクリプションを登録済であること 

※以上の前提条件は、以下のページを参考にしてください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/windowsazure/ee943806 

 

予想所要時間 

60 分 
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1.1.  Visual Studio の環境設定 

 

1.1.1.  Visual Studio 2013 Update 4 のインストール 

 

1. Visual Studio 2013 を起動し、メニューの [ツール | 拡張機能と更新プログラム] を選

択します。 

 

2. [拡張機能と更新プログラム] ウィンドウの左ペインで [更新プログラム | 製品の更新

プログラム] ノードを選択したら、中央ペインで、[Visual Studio 2013 Update 4] を選

択し、[更新] ボタンをクリックします。 

 

<<Visual Studio 2013 Update 4>> 

 

3. [ダウンロードの表示] ウィンドウが表示されたら、[実行] ボタンをクリックします。 

 



 

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.          5 

 

4. [セットアップ警告] ウィンドウが表示されたら、[ダウンロードの表示 - Internet 

Explorer] 及び [拡張機能と更新プログラム] ウィンドウの [閉じる] ボタンをクリック

し、ウィンドウを閉じます。さらに Visual Studio ウィンドウも閉じます。 

  

<<セットアップ警告>> 

 

5. [セットアップ警告] ウィンドウで、[再試行] ボタンをクリックします。 
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6. [Visual Studio Update 4] ウィンドウで、[ライセンス条項およびプライバシー ポリシー

に同意します。] チェック ボックスを選択し [インストール] をクリックします。 

  

<<ライセンス条項に同意しインストールをクリックする>> 

 

7. [ユーザー アカウント制御] ダイアログ ボックスが表示されたら [はい] をクリックし

ます。 
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8. [Visual Studio Update 4] ウィンドウに [セットアップが完了しました。] と表示された

ら[起動] をクリックします。 

  

<<セットアップが完了しました>> 

 

9. Visual Studio が正常起動したら、Visual Studio を終了します。 
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1.1.2.  Microsoft Azure SDK 2.5 のインストール 

 

1. Visual Studio を起動し、メニューの [ツール | 拡張機能と更新プログラム] を選択し

ます。 

  

<<拡張機能と更新プログラム>> 

 

2. [拡張機能と更新プログラム] ウィンドウの左ペインで [更新プログラム | 製品の更新

プログラム] ノードを選択したら、中央ペインで、[Microsoft Azure SDK 2.5] を選択

し、[更新] ボタンをクリックします。 

 

<<02_Microsoft Azure SDK 2.5>> 
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3. [ダウンロードの表示] ウィンドウが表示されたら、[実行] ボタンをクリックします。 

  

<<Microsoft Azure SDK 2.5 のインストール>> 

 

4. [ユーザー アカウント制御] ダイアログ ボックスが表示されたら [はい] をクリックし

ます。 

 

5. [ダウンロードの表示 - Internet Explorer] 及び [拡張機能と更新プログラム] ウィンド

ウの [閉じる] ボタンをクリックし、ウィンドウを閉じます。さらに Visual Studio ウ

ィンドウも閉じます。 
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6. [Web Platform Installer 5.0] ウィンドウで [インストール] ボタンをクリックします。 

 

<<インストール ボタンをクリック>> 

 

7. [Web Platform Installer 5.0] ウィンドウで、[同意する] ボタンをクリックします。 

  

<<ライセンス条項に同意する>> 

 

8. [Web Platform Installer 5.0] ウィンドウで、以下が表示されたら [続行] ボタンをクリ

ックします。 
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<<続行ボタンをクリックする>> 

 

9. [Web Platform Installer 5.0] ウィンドウで、[完了] ボタンをクリックします。 

  

<<完了ボタンをクリックする>> 
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10. [Web Platform Installer 5.0] ウィンドウで、[終了] ボタンをクリックします。 

 

<<終了ボタンをクリックする>> 
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1.1.3.  Microsoft Azure サブスクリプションへの接続 

 

1. Visual Studio を起動します。 

 

2. [サーバー エクスプローラー] ウィンドウの [Azure] を右クリックし、コンテキスト 

メニューの [Microsoft Azure サブスクリプションへの接続] を選択します。 

 

<<Microsoft Azure サブスクリプションへの接続>> 

 

3. [Visual Studio にサインインする] ウィンドウで、Microsoft Azure サブスクリプション

用に登録した Microsoft アカウントの電子メールアドレスを入力し、[続行] をクリッ

クします。 

  

<<Visual Studio にサインインする>> 
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4. [Visual Studio にサインインする] ウィンドウで、[Microsoft アカウント | 個人のアカ

ウント] を選択します。 

  

<<Microsoft アカウント 個人のアカウントの選択>> 
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5. [Microsoft アカウントへのサインイン] ウィンドウで、[Microsoft アカウント] テキス

ト ボックスに正しい値が入力されていることを確認し、[パスワード] テキスト ボッ

クスに入力します。[サインインしたままにする] チェックボックスを選択したら、[サ

インイン] をクリックします。 

  

<<Microsoft アカウントへのサインイン>> 

 

6. [サーバー エクスプローラー] ウィンドウで、[Azure] を右クリックし、コンテキスト 

メニューの [サブスクリプションの管理] を選択します。

 

<<サブスクリプションの管理>> 

 

7. [Microsoft Azure サブスクリプションの管理] ウィンドウで、[証明書] タブを選択し、

[インポート] ボタンをクリックします。 
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<<管理証明書のインポート>> 

 

8. [Microsoft Azure サブスクリプションのインポート] ウィンドウで、[サブスクリプショ

ン ファイルのダウンロード] リンクをクリックします。 

  

<<Microsoft Azure サブスクリプションのインポート>> 

 

9. Internet Explorer ウィンドウに表示された [サインインに使用するアカウントの電子メ

ール アドレスを入力してください。] テキスト ボックスに Microsoft Azure サブスク

リプション用に登録した Microsoft アカウントの電子メールアドレスを入力し [続行] 

をクリックします。 

  

<<サインインに使用するアカウントの電子メール アドレスを入力>> 
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10. 使用するアカウントの選択ページで、[Microsoft アカウント | 個人のアカウント] を

選択します。 

  

<<Microsoft アカウント 個人のアカウントを選択>> 
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11. サインイン ページで、[Microsoft アカウント] テキスト ボックスに正しい値が入力さ

れていることを確認し、[パスワード] テキスト ボックスに入力します。[サインインし

たままにする] チェックボックスを選択したら、[サインイン] をクリックします。 

  

<<Microsoft アカウントへのサインイン>> 

 

12. 新しい管理証明書の追加完了ページで、下部に表示されるダウンロード ウィンドウ

で、[保存] ドロップ ダウン リストを選択し、[名前を付けて保存] を選択します。 

  

<<生成された管理証明書の保存>> 
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13. [名前をつけて保存] ウィンドウで、保存場所としてデスクトップを選択し、既定のフ

ァイル名のまま [保存] ボタンをクリックします。 

  

<<管理証明書に名前をつけて保存>> 

 

14. Internet Explorer を閉じます。[Microsoft Azure サブスクリプションのインポート] ウ

ィンドウで、[参照] ボタンをクリックし、デスクトップに保存した管理証明書ファイ

ルを選択したら、[インポート] ボタンをクリックします。 

  

<<サブスクリプション情報および資格情報を含むファイルをインポート>> 
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15. [Microsoft Azure サブスクリプションの管理] ウィンドウで管理証明書がインポートさ

れたことを確認し、[閉じる] ボタンをクリックします。 

  

<<インポート完了の確認>> 
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1.2.  Azure Web サイト作成と構成 

 

1.2.1.  Azure Web サイトの新規作成 

 

 

1. Visual Studio を起動し、[サーバー エクスプローラー] ウィンドウで [Azure] ノードを

展開し、[Web サイト] を右クリックしたら、[新しいサイトの作成] を選択します。 

  

 <<新しい Web サイトの作成>> 

 

2. [Microsoft Azure でサイトを作成] ウィンドウで、[サイト名] テキストボックスに 

Azure Web サイトとしてユニークな DNS 名を入力します。※

「MyYYYYmmDDYourName」というルールに従い半角英数で指定してください。[YYYY] 

は西暦 4 桁、[mm] は月、[DD] は日、[YourName] にはあなたの姓を入力します。重

複する DNS 名が既に存在する場合、右側に赤色のアイコンが表示されます。緑色の

アイコンが表示されるまで、名前の末尾に任意の文字を追加します。 

  

<<Microsoft Azure でサイトを作成>> 

 

3. [Microsoft Azure でサイトを作成] ウィンドウの [リージョン] ドロップ ダウン リス

トで、[Japan East] もしくは [Japan West] を選択します。 
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<<リージョンの選択>> 

 

4. [Microsoft Azure でサイトを作成] ウィンドウの [データベース サーバー] ドロップ 

ダウン リストで、[新しいサーバーの作成] を選択します。 

  

<<04_データベース サーバーの選択>> 
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5. [Microsoft Azure でサイトを作成] ウィンドウの [データベース ユーザー名] テキスト 

ボックスに「testuser」と入力し、[データベース パスワード] 及び [パスワードの確

認] テキスト ボックスに「P@ssw0rd」と入力したら、[作成] ボタンをクリックしま

す。 

  

<<データベース ユーザー名およびデータベース パスワードの指定>> 

 

6. [サーバー エクスプローラー] ウィンドウの [Azure | Web サイト] ノードを展開し

て、指定した DNS 名で Azure Web サイトが作成されたことを確認します。 

  

<<Azure Web サイト作成完了の確認>> 
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1.3.  Azure 管理ポータルの確認 

 

1. Internet Explorer を起動し、Azure 管理ポータルへ移動します。 

https://manage.windowsazure.com/ 

  

2. テキスト ボックスに Azure サブスクリプションに登録済の電子メール アドレスを入

力したら、[続行] ボタンをクリックします。 

  

<<Azure 管理ポータルへサインイン>> 

 

3. [Microsoft アカウント | 個人のアカウント] を選択します。 

  

<<Microsoft アカウント 個人のアカウント>> 
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4. Azure サブスクリプションに登録済の電子メール アドレス及びパスワードを入力した

ら、[サインインしたままにする] チェック ボックスを選択して、[サインイン] ボタン

をクリックします。 

  

<<サインイン>> 

 

5. Azure 管理ポータル サイト左のコマンド バーで、[WEBSITES] を選択し、作成した 

Web サイトの状態が [実行中] であることを確認します。 

  

<<Azure 管理ポータルで作成された Web サイトを確認>> 

 

6. [名前] 列の Web サイト名をクリックし、Web サイトの詳細ページに移動します。 

 

7. Web サイトの詳細ページ上部の [ダッシュ ボード] リンクをクリックします。 

  

<<Web サイト ダッシュボードへ移動>> 
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8. [Web サイト ダッシュボード] ページ右下の [概要] セクションで [発行プロファイル

のダウンロード] を選択します。 

  

<<発行プロファイルのダウンロード>> 

 

9. [ダウンロード] ポップアップ ウィンドウで、[保存] ドロップ ダウン リストを選択

し、[名前をつけて保存] を選択します。 

  

<<名前をつけて保存>> 
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10. [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスで、保存する場所として [デスクトップ] を

選択し、既定のファイル名で [保存] ボタンをクリックします。※このファイルは、

Azure Web サイトへローカルの ASP.NET Web アプリケーションを配置する際に使用

します。 

  

<<発行プロファイルに名前を付けて保存>> 

 

11. Visual Studio に戻って [サーバー エクスプローラー] ウィンドウの [Azure | SQL デー

タベース] ノードを展開して、「指定した Azure Web サイト 名_db」で SQL データ

ベースが作成されたことを確認します。 

 ※SQL データベース サーバー及び、SQL データベースのプロビジョニングに時間が

かかりますので、表示されない場合 10 分程待ってから、確認してください。 

  

<<SQL データベース作成完了の確認>> 
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1.4.  Azure SQL データベース作成と構成 

 

1.4.1.  SQL データベースのファイア ウォールの構成 

 

1. Azure 管理ポータル サイト左上の [Microsoft Azure] をクリックし、トップ ページに

移動します。 

  

<<Azure 管理ポータル トップページに移動>> 

 

2. Azure 管理ポータル サイト左のコマンド バーから [SQL データベース] を選択しま

す。 

  

<<コマンド バーから SQL データベースを選択>> 

 

3. SQL データベース一覧で、[指定した Web サイト名_db] データベースが表示され、

[状態] 列が [✔オンライン] であることを確認します。 

 

4. SQL データベース一覧 [名前] 列の [指定した Web サイト名_db] をクリックしま

す。 

  

<<SQL データベースの選択>> 
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5. ページ上部の [ダッシュボード] をクリックしダッシュボード ページが表示されるこ

とを確認します。ページ右下の [サーバー名] も確認します。 

  

 <<SQL データベース ダッシュボード ページ>> 

 

6. SQL データベース ダッシュボード ページ右下の [概要] セクションで [使用できる 

IP アドレスの管理] をクリックします。 

  

<<使用できる IP アドレスの管理>> 
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7. [使用できる IP アドレス] ページに現在のクライアント IP アドレスが表示されること

を確認し、[使用できるサービス] セクションで [Windows Azure サービス] が [はい] 

と選択されていることを確認します。これにより Azure Web サイトなどのサービス

は、この SQL データベースを使用することができます。現在のクライアント IP アド

レスは自動的に検出されていますので、[使用できる IP アドレスを追加します。] をク

リックします。 

  

<<使用できる IP アドレス一覧>>  
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8. [使用できる ip アドレス] セクションに現在のクライアント IP アドレスが追加された

ことを確認します。※オンプレミス アプリケーションや Visual Studio から SQL デ

ータベースにアクセスする場合は、単一の IP アドレスもしくは IP アドレスの範囲

を [開始 IP アドレス] 及び [終了 IP アドレス] テキスト ボックスに入力する必要が

あります。 

 ページ下部コマンド バーの [保存] をクリックし、変更を保存します。 

  

<<使用できる IP アドレスの保存>> 
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1.4.2.  SQL Server オブジェクト エクスプローラーからの接続 

 

1. Visual Studio に切り替え、[サーバー エクスプローラー] ウィンドウで [Azure | SQL 

データベース | MyYYYYmmDDYourName] ノードを右クリックし、コンテキスト メニ

ューの [SQL Server オブジェクト エクスプローラーで開く] を選択します。 

  

<<SQL オブジェクト エクスプローラーで開く>> 

 

2. [サーバーへの接続] ウィンドウで、[サーバー名] テキスト ボックスに事前に確認した 

SQL データベース サーバー名が表示されることを確認します。[認証] ドロップ ダウ

ン リストで [SQL Server 認証] が選択され、[ログイン] テキスト ボックスに Web 

サイト作成時に指定したデータベース ユーザー名が入力されていることを確認しま

す。[パスワード] テキスト ボックスに Web サイト作成時に指定したパスワード

「P@ssw0rd」を入力し、[パスワードを保存する] チェックボックスを選択したら、[接

続] ボタンをクリックします。 

  

<<サーバーへの接続>> 
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3. [SQL Server オブジェクト エクスプローラー] ウィンドウが表示されたら [SQL Server 

| SQL データベース サーバー名 | データベース] ノードを展開し、SQL データベース

が表示されることを確認します。 

  

<<SQL Server オブジェクト エクスプローラーで SQL データベースを確認>> 

 

4. [SQL Server オブジェクト エクスプローラー] ウィンドウで [SQL Server | SQL データ

ベース サーバー名 | セキュリティ | ログイン] ノードを展開し、[testuser] が表示さ

れることを確認します。また [ログイン] ノードを右クリックすると、コンテキスト 

メニューに [新しいログインの追加(SQL Server)] が表示されることを確認します。※

ログインの追加は行いません。 

  

 <<新規ログインが追加できることを確認>> 
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1.4.3.  新しいテーブルの作成のためのクエリを作成して実行  

 

1. [SQL Server オブジェクト エクスプローラー] ウィンドウが表示されたら [SQL Server 

| SQL データベース サーバー名 | データベース] ノードの下の SQL データベース ノ

ードを展開し、[テーブル] ノードを右クリックしたら、コンテキスト メニューの [新

しいテーブルの追加] を選択します。 

 

<<新しいテーブルの追加>> 
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2. [dbo.Talbe [デザイン]] ウィンドウで、[Id] 行の次の行の [名前] 列をクリックし

「ProductName」と入力します。 

 [ProductName] 行右端の [Null を許容] チェック ボックスのオフにし、[データ型] ド

ロップ ダウン リストで [nvarchar(50)] を選択します。 

 

 

<<ProductName 列の定義>>  

 

3. [ProductName] 行の次の行に、同様に [Price] 列を定義します。データ型は [money] 

を指定し、[Null を許容] チェック ボックスのオフにします。 
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4. ウィンドウ下部に表示される SQL ステートメントのテーブル名を [dbo].[Products] に

変更したら、ツール バーの [すべてを保存] をクリックします。 

  

<<すべてを保存>> 

 

5. [上書き保存] ダイアログ ボックスで、保存場所としてデスクトップを選択し、[ファイ

ル名] テキスト ボックスに「Products」と入力したら、[保存] ボタンをクリックしま

す。 

  

<<クエリ ファイルを保存>> 
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6. [ツール バー] の [ファイルを開く] をクリックします。 

  

<<クエリ ファイルを開く>> 

 

7. [ファイルを開く] ダイアログ ボックスでデスクトップの [Products.sql] を選択し、[開

く] ボタンをクリックします。 

  

<<Products.sql を選択する>>  
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8. [クエリ エディター] ウィンドウのツール バーから [接続] ボタンをクリックします。 

  

<<クエリ エディター ウィンドウから SQL データベースに接続>> 

 

9. [サーバーへの接続] ウィンドウで、SQL データベースへの接続情報を確認し、[接続] 

ボタンをクリックします。 

  

<<サーバーへの接続>> 

 

10. [クエリ エディター] ウィンドウのツール バーから [実行] ボタンをクリックします。 

  

<<クエリの実行>> 

 

11. [クエリ エディター] ウィンドウ下部に [コマンドは正常に完了しました] と表示され

ることを確認します。 
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<<コマンドは正常に完了しました>> 

 

12. [プロパティ] ウィンドウで、[表示名] プロパティ右の SQL データベース サーバー名

を範囲選択し、クリップボードに転送します。※例) ymida9dbdz.database.windows.net 

  

<<SQL データベース サーバー名をクリップボードに転送>> 
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13. [SQL Server オブジェクト エクスプローラー] ウィンドウで、SQL データベース ノー

ドの下の [テーブル] ノードを展開します。新しく作成したテーブルが表示されること

を確認します。 

  

<<新しく作成されたテーブルの確認>> 
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1.4.4.  新しいデータ接続を作成しサンプル データを登録 

 

 

1. [サーバー エクスプローラー] ウィンドウ下部の [データ接続] ノードを右クリック

し、コンテキスト メニューの [接続の追加] を選択します。 

  

<<データ接続の追加>> 

 

2. [データ ソースの選択] ウィンドウで、[データ ソース] リスト ボックスから、

[Microsoft SQL Server] を選択し、左下の [常にこれを選択する] チェック ボックスを

オフにしたら、[続行] ボタンをクリックします。 

  

<<データ ソースの選択>> 
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3. [接続の追加] ウィンドウで、[サーバー名] テキスト ボックスに、事前にクリップ ボ

ードに転送しておいた SQL データベース サーバー名を貼り付けます。[SQL Server 認

証を使用する] ラジオ ボタンをチェックし、[ユーザー名] テキスト ボックスに

「testuser」と入力します。[パスワード] テキスト ボックスに「P@ssw0rd」と入力

し、[パスワードを保存する] チェック ボックスをチェックします。[データベース名の

選択または入力] ドロップ ダウン リストで、SQL データベースを選択したら、[詳細

設定] ボタンをクリックします。 

  

<<26_詳細設定>> 
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4. [詳細プロパティ] ウィンドウで [Encrypt] プロパティを [True] に変更したら、[OK] 

ボタンをクリックします。 

  

<<詳細プロパティの Encrypt プロパティを True に変更>> 
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5. [接続の追加] ウィンドウで、[OK] ボタンをクリックします。 

  

<<データ接続の追加ウィンドウで OK ボタンをクリック>> 
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6. [サーバー エクスプローラー] ウィンドウの [データ接続] ノードの下に作成した新し

いデータ接続が表示されることを確認します。新しいデータ接続ノードを展開し、[テ

ーブル] ノードを展開したら [Products] ノードを右クリックして、コンテキスト メニ

ューの [テーブル データの表示] を選択します。 

  

<<テーブルデータの表示>> 

 

7. データ グリッドの [Id] 列、[ProductName] 列、[Price] 列を順に選択し、以下のよう

なサンプル データを入力します。 

  

 <<30_サンブル データの入力>> 
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8. サンプル データの入力が完了したら、[データ グリッド] ウィンドウ タブの [閉じる] 

をクリックます。 

  

<<データ グリッドを閉じる>>  
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1.5.  Visual Studio からの Azure へのアプリ デプロイ 

1.5.1.  Visual Studio Online アカウントの作成 

 

1. Internet Explorer を起動し、Visual Studio Online 概要ページに移動します。 

http://www.visualstudio.com/products/ 

visual-studio-online-user-plans-vs 

 

2. ページ右下の [作業の開始] をクリックします。 

  

<<作業の開始>> 

 

3. Microsoft アカウント情報を入力し、[サインイン] ボタンをクリックします。 

  

<<サインイン>> 

 

 

4. [Visual Studio Online アカウントの作成] ページで、重複のしない URL を指定し、[ア

カウントの作成] ボタンをクリックします。 
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 ※「vsoYYYYmmDDXxxx(your name)」のように日付と名前を指定します。指定した 

URL は、Visual Studio Online Server の URL であり、後の演習で使用しますのでメモ

しておきます。(例 : https://vso20141126Suzuki.visualstudio.com) 

  

<<Visual Studio Online アカウントの作成>> 

 

5. [Create your firs project] セクションで、[Project name] テキスト ボックスに

「My1stProject」と入力し、Version control] ラジオ ボタン リストで [Team 

Foundation Version Control] が選択され、[Process template] ドロップ ダウン リスト

で [Microsoft Visual Studio Scrum 2013.3] が選択されていることを確認したら、

[Create project] ボタンをクリックします。 

  
<<Create your first project>> 
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6. [My1stProject] チーム サイトが表示されます。 

  

<<チーム サイトの表示>> 
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1.5.2.  ASP.NET MVC アプリケーション プロジェクトの新規作成 

 

1. Visual Studio を起動し、[ファイル] メニューの [新規作成 | プロジェクト] を選択し

ます。 

  

<<プロジェクトの新規作成>> 

 

2. [新しいプロジェクト] ダイアログ ボックス 左ペインのツリー ビューで、[インストー

ル済み | テンプレート | Visual C# | Web] を選択し、中央ペインで [ASP.NET Web ア

プリケーション] プロジェクト テンプレートを選択します。右ペインの [Application 

Insights をプロジェクトに追加] チェック ボックスは非選択状態にします。[名前] テ

キスト ボックスに「My1stWebApp」と入力し、[ソリューションのディレクトリを作

成] および [ソース管理に追加] チェックボックスを両方ともチェックしたら、[OK] ボ

タンをクリックします。 
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<<新しい AP.NET Web アプリケーション プロジェクトの作成>> 

3. [新規 ASP.NET プロジェクト - My1stWebApp] ダイアログ ボックスの [テンプレート

の選択] セクションで [Empty] を選択し、[以下にフォルダーおよびコア参照を追加] 

セクションで [MVC] チェック ボックスを選択したら、[OK] ボタンをクリックしま

す。 

  

<<新規 ASP.NET プロジェクト>> 

 

4. [ソース管理の選択] ダイアログ ボックスで [Team Foundation バージョン管理] チェ

ック ボックスが選択されていることを確認したら、[OK] ボタンをクリックします。 
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<<ソース管理の選択>> 
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5. [Team Foundation Server への接続] ダイアログ ボックスで、[サーバー] ボタンをクリ

ックします。 

  

<<Team Foundation Server への接続でサーバー ボタンをクリック>> 

 

6. [Team Foundation Server の追加および削除] ダイアログ ボックスで [追加] ボタンを

クリックします。 

  

<<Team Foundation Server の追加および削除>> 
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7. [Team Foundation Server の追加] ダイアログ ボックスの [Team Foundation Server の

名前または URL] に事前に作成した Visual Studio Online の Team Foundation Server 

の URL を入力し、[OK] ボタンをクリックします。 

  

<<Team Foundation Server の追加>> 

 

8. [Microsoft アカウント] ダイアログ ボックスが表示されたら、[Microsoft アカウント] 

テキスト ボックスと [パスワード] テキスト ボックスに [Visual Studio Online] アカ

ウントを入力し、[OK] ボタンをクリックします。 

  

<<Microsoft アカウントでサインイン>> 
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9. [Team Foundation Server の追加および削除] ダイアログ ボックスで、[Team 

Foundation Server の一覧] リスト ボックスに指定した Visual Studio Online の Team 

Foundation Server が表示されたら、 [閉じる] ボタンをクリックします。 

  

<<Team Foundation Server の追加および削除を閉じる>> 

 

10. [Team Foundation Server への接続] ダイアログ ボックスの [チーム プロジェクト] リ

スト ボックスで、[すべて選択] チェック ボックスを選択したら [接続] ボタンをクリ

ックします。 

  

<<チーム プロジェクトの選択>> 



 

56          © 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. 

 

11. [ソリューション My1stWebApp をソース管理に追加] ダイアログ ボックスで既定の

オプションを確認し、[OK] ボタンをクリックします。 

  

<<ソリューションをソース管理に追加>> 
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1.5.3.  Azure SQL データベースから Entity Data Model を作成 

 

1. Visual Studio の [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで [My1stWebApp] 

プロジェクトを選択します。 

  

<<ソリューション エクスプローラーでプロジェクトを選択>> 

 

2. Visual Studio の [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで、[My1stWebApp | 

Models] フォルダーを選択し、[プロジェクト] メニューから [新しい項目の追加] を選

択します。 

  

<<新しい項目の追加>> 

 

 

3. [新しい項目の追加] ダイアログ ボックスの左ペインで [インストール済み | Visual C# 

| データ] を選択し、中央ペインで [ADO.NET Entity Data Model] を選択します。[名

前] テキスト ボックスに「My1stDb」と入力したら、[追加] ボタンをクリックしま

す。 
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<<ADO.NET Entity Data Model の追加>> 

 

4. [Entity Data Model ウィザード] の [モデルのコンテンツの選択] ステップで [データベ

ースから EF Designer] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。 

  

<<データベースから EF Designer の選択>> 

 

5. [Entity Data Model ウィザード] の [データ接続の選択] ステップで、[はい、重要情報

を接続文字列に含めます] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。[接続設定に名

前を付けて Web.Config に保存] チェック ボックスが選択されていることを確認し、
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テキスト ボックスに「My1stDbEntities」と入力したら、[次へ] ボタンをクリックしま

す。  

  

<<データ接続の選択>> 
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6. [Entity Data Model ウィザード] の [データベース オブジェクトと設定の選択] ステッ

プで、[モデルに含めるデータベース オブジェクト] ツリー ビューの [テーブル | 

dbo] を展開し、[Products] テーブルを選択します。[生成されたオブジェクトの名前を

複数化または単数化する] チェック ボックスを選択し、[モデル名前空間] テキスト ボ

ックスに「My1stDbModel」と入力したら、[完了] ボタンをクリックします。 

  

<<データベース オブジェクトと設定の選択>> 

 

7. [ctrl + Shift + S] キーを押下しすべてを保存したら、[ビルド] メニューの [ソリューシ

ョンのビルド] を選択します。 

  

<<ソリューションのビルド>> 
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8. Visual Studio の [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで、[My1stWebApp | 

Controllers] フォルダー右クリックし、コンテキスト メニューの [追加 | コントロー

ラー] を選択します。。 

  

<<新しいコントローラーの追加>> 

 

9. [スキャフォールディングの追加] ダイアログ ボックスの中央ペインで [Entity 

Framework を使用した、ビューがある MVC 5 コントローラー] を選択し、[追加] ボ

タンをクリックします。 

  

<<Entity Framework を使用した、ビューがある MVC 5 コントローラーの新規作成>> 
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10. [コントローラーの追加] ダイアログ ボックスで、[モデル クラス] ドロップ ダウン 

リストで、[Product (My1stWebApp.Models)] を選択し、[データ コンテキスト クラ

ス] ドロップ ダウン リストで [My1stDbEntities (My1stWebApp.Models)] を選択した

ら、[追加] ボタンをクリックします。 

  

<<コントローラーの追加>> 

 

11. [ctrl + Shift + S] キーを押下しすべてを保存したら、[ビルド] メニューの [ソリューシ

ョンのビルド] を選択します。 

 

12.  [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで、[My1stWebApp | Views | 

Products] フォルダーの [Index.cshtml] を右クリックし、コンテキスト メニューの 

[ブラウザーで表示] を選択します。 

  

<<Index.html をブラウザーで表示>> 
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13. Internet Explorer が起動し、[Index] ページが表示されることを確認したら、Internet 

Explorer を終了します。 

  

<<Index ページが表示されることを確認>> 
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1.6.  Azure 上のアプリの Visual Studio からのデバッグ 

1.6.1.  Azure Web サイトへのアプリケーションの配置 

 

1. [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで [My1stWebApp] プロジェクトを

選択します。 

  

<<プロジェクトの選択>> 

 

2. [ビルド] メニューの [My1stWebApp の発行] を選択します。 

  

<<My1stWebApp の発行>> 
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3. [Web を発行] ウィザードの [プロファイル] ステップで [発行先を選択します] セクシ

ョンの [インポート] をクリックします。 

  

<<発行プロファイルのインポート>> 

 

4. [発行の設定のインポート] ダイアログ ボックスで [参照] ボタンをクリックします。 

  

<<発行の設定のインポート>> 
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5. [発行の設定のインポート] ダイアログ ボックスで [デスクトップ] を選択し、事前に

ダウンロードした発行プロファイルを選択したら、[開く] ボタンをクリックします。  

  

<<事前にダウンロードした発行プロファイルの選択>> 

 

6. [発行の設定のインポート] ダイアログ ボックスで [OK] ボタンをクリックします。 

  

<<プロファイル インポートの実行>> 
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7. [Web を発行] ダイアログボックスで、[発行方法] として [Web Deploy] が選択されて

いることを確認します。その他のオプションが事前に作成した Azure Web サイトの構

成情報と一致することを確認したら、[接続の検証] ボタンをクリックし、緑色の [✔] 

アイコンがボタンの右に表示されることを確認します。確認が完了したら、[発行] ボ

タンをクリックします。 

 

 <<Web 発行の接続の検証>> 

 

8. Azure Web サイトへの発行が完了すると Internet Explorer が起動し、以下のエラーペ

ージが表示されることを確認します。 

  

<<配置の完了>> 
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9. Internet Explorer アドレス バーの URL の末尾に「Products/」と追加し、[Enter] キー

を押下すると、正常に [Index] ページが表示されることを確認します。 

 http://my20141101suzuki.azurewebsites.net/Products/ 

  

<<Azure Web サイト上で Index ページが表示される>> 
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1.6.2.  Azure Web サイト上のアプリケーションのデバッグ 

 

1. [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで [My1stWebApp] プロジェクトを

選択します。 

 

2. [ビルド] メニューの [My1stWebApp の発行] を選択します。 

 

3. [Web を発行] ウィザードの左ペインで [設定] ステップを選択します。 

  

<<Debug 構成の選択>> 

 

4. [Web を発行] ウィザードの [設定] ステップの [構成] ドロップ ダウン リストを選択

し、[Debug] を選択したら [発行] ボタンをクリックします。 

  

<<Debug モードで再発行>> 

 

5. Internet Explorer が起動し、「Server Error in '/' Application. | The resource cannot be 

found. 」が表示されたら、アドレス バーの URL の末尾に「/Products/」と追加し、

[Enter] キーを押下すると、正常に [Index] ページが表示されることを確認します。 
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6. Internet Explorer を終了し、Visual Studio に切り替えます。 

 

7. [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで、[My1stWebApp] プロジェクトの 

[Controllers | ProductsController.cs] ファイルをダブルクリックします。 

  

<<ProductsController.cs をコード エディターで開く>> 

 

8. [ProductsContoller.cs] コード エディター ウィンドウで、[Index] アクション メソッ

ド内のステートメント行を選択し、[F9] ファンクション キーを押下します。選択した

行が茶色にハイライトし、ブレーク ポイントが設定されたことを確認します。 

  

<<ブレーク ポイントの指定>> 

 

9. [ソリューション エクスプローラー] ウィンドウで、[My1stWebApp] プロジェクトの 

[Views | Products | Index.cshtml] ファイルをダブルクリックします。 
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10. [Index.cshtml] コード エディター ウィンドウで [table] 要素内の最初の [th] 要素内容

の行を選択し、[F9] ファンクション キーを押下します。選択した行が茶色にハイライ

トし、ブレーク ポイントが設定されたことを確認します。 

  

<<ブレーク ポイントの追加>> 

 

11. [サーバー エクスプローラー] ウィンドウで [Azure | Web サイト] ノードを展開し、

作成済みの Web サイトを右クリックしたら、コンテキスト メニューの [デバッガー

の接続] を選択します。 

  

<<Azure Web サイト上のプロセスにデバッガーを接続>> 
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12. Internet Explorer が起動し、「Server Error in '/' Application. | The resource cannot be 

found. 」が表示されたら、アドレス バーの URL の末尾に「/Products/」と追加し、

[Enter] キーを押下します。 

 

13. [ProductsController.cs] の [Index] アクション メソッドでデバッガーが中断モードに

移行することを確認します。 

  

<<デバッガーが中断モードに移行>> 

 

14. [自動変数] ウィンドウで、[db.Products] 変数ノードを展開し変数の中身が表示される

ことを確認します。 

  

<<自動変数ウィンドウでの変数の中身の表示>> 

 

15. [F5] ファンクション キーを押下し、デバッガーを続行します。 
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16. [Index] ビューの [table] 要素内の最初の [th] 要素内容の行でデバッガーが中断モード

に移行することを確認します。 

  

<<デバッガーが再度中断モードに移行>> 

 

17. [イミディエイト] ウィンドウで「?Model」と入力し [Enter] キーを押下します。

「Model] 変数の中身が表示されることを確認します。 

  

<<イミディエイト ウィンドウでの変数の中身の表示>> 

 

18. [F5] ファンクション キーを押下し、デバッガーを続行します。 

 

19. Internet Explorer をすべて終了し、デバッガーを停止します。 
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1.6.3.  バージョン管理リポジトリへのチェックイン 

 

1. Visual Studio で [チーム エクスプローラー] ウィンドウを選択します。 

  

<<チーム エクスプローラーの表示>> 

 

2. [チーム エクスプローラー] ウィンドウで、[保留中の変更] を選択します。 

  

<<保留中の変更の選択>> 
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3. [チーム エクスプローラー | 保留中の変更] ウィンドウで、[チェックイン] ボタンをク

リックし、バージョン管理リポジトリに変更を保存します。 

  

<<チェックイン>> 

 

4. [チェックインの確認] メッセージ ボックスで [はい] ボタンをクリックします。 

  

<<チェックインの確認>> 
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5. [チーム エクスプローラー | 保留中の変更] ウィンドウで [正しくチェックインされま

した。] と表示されることを確認します。 

  

<<正しくチェックインされました>> 

 

6. Visual Studio を終了します。 
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1.7.  Visual Studio Online "Monaco" によるコード編集 

1.7.1.  ソース管理からのデプロイの設定 

 

 

1. Internet Explorer を起動し、Azure 管理ポータルに移動します。 

https://manage.windowsazure.com/ 

 

2. Microsoft アカウントでサイン インします。 

 

3. Azure 管理ポータル左のコマンド バーで、[WEBSITES] を選択します。 

  

<<コマンド バーで WEBSITES を選択>> 

 

4. Azure Web サイトの一覧ページで作成済みの Web サイトの [名前] をクリックしま

す。 

  

<<Web サイトの名前をクリック>> 
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5. Azure Web サイトのトップ ページで [ソース管理の統合 | ソース管理からのデプロイ

の設定] をクリックします。 

  

<<ソース管理からのデプロイの設定>> 

 

6. [デプロイの設定] ウィザードの [ソース コードの位置] ステップで、[Visual Studio 

Online] が選択されていることを確認し、[→] ボタンをクリックします。 

  

<<ソース コードの位置として Visual Studio Online を選択>> 
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7. [デプロイの設定] ウィザードの [接続を承認する] ステップで、[既存のユーザー] セク

ションの [URL] テキスト ボックスに作成済みの [Visual Studio Online] アカウントの 

URL を入力し [今すぐ承認] リンクをクリックします。 

  

<<接続を承認する>> 

 

8. Internet Explorer が起動し、[CONNECTION REQUEST] ページが表示されたら、

[Accept] ボタンをクリックします。 

  

<<CONNECTION REQUEST の Accept>> 
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9. [デプロイの設定] ウィザードの [デプロイするリポジトリの選択] ステップで [リポジ

トリ名] ドロップ ダウン リストで [My1stProject] が選択されていることを確認し、

[✔]  をクリックします。 

  

<<デプロイするリポジトリの選択>> 

 

10. [チーム プロジェクトがリンクされます。| Visual Studio Online は、次のチェックイン

時にプロジェクトをビルドして Windows Azure にデプロイします。] と表示されるこ

とを確認します。 

  

<<チーム プロジェクトがリンクされます>> 
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1.7.2.  Monaco の有効化 

 

1. Azure Web サイト ページ上部の [構成] をクリックします。 

  

<<構成をクリック>> 

 

2. [全般] セクションの [VISUAL STUDIO ONLINE での編集] で [オン] を選択し、ページ

下部コマンド バーの [保存] をクリックします。 

 

 <<VISUAL STUDIO ONLINE での編集の有効化>> 

3. ページ左上の [Microsoft Azure] をクリックし、Azure 管理ポータル トップ ページに

移動します。 
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<<Azure 管理ポータル トップ ページへ移動>> 

 

4. Azure 管理ポータル左のコマンド バーから [VISUAL STUDIO ONLINE] を選択したら、

ページ右で、[VISUAL STUDIO ONLINE アカウントの作成またはリンク] をクリックし

ます。 

  

<<VISUAL STUDIO ONLINE アカウントの作成またはリンク>> 
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5. [新規] ウィンドウで [アプリケーション サービス | VISUAL STUDIO ONLINE] が選択さ

れていることを確認し、[既存へのリンク] をクリックします。 

  

<<既存の Visual Studio Online アカウントへ接続>> 

 

6. [URL] テキスト ボックスに作成済みの Visual Studio Online の URL が表示されるこ

とを確認し、右下の [アカウントのリンク] をクリックします。 

  

<<アカウントへのリンク>> 

 

7. ページ左上の [Microsoft Azure] をクリックし、Azure 管理ポータル トップ ページに

移動します。 

 

8. ページ左コマンド バーから [WEBSITES] を選択します。 

 

9. Azure Web サイト一覧から作成済みの Web サイトの名前をクリックします。 

  

10. ページ上部の [ダッシュボード] をクリックします。 
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<<ダッシュボード ページへ移動>> 

 

11. ページ右下に、[Visual Studio Online での編集(プレビュー)] が表示されることを確認

します。  

 <<Visual Studio Online での編集>> 

 

12. 以下のページが表示されたら、[Connect to Visual Studio Online] をクリックします。 
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<<Connect to Visual Studio Online>> 

 

13. [CONNECTION REQUEST] ページで、[URL] テキスト ボックスに作成済みの Visual 

Studio Online アカウントの URL を入力し、[Connect] ボタンをクリックします。 

  
<<CONNECTION REQUEST>> 

 

14. [CONNECTION REQUEST] ページで [Accept] ボタンをクリックします。 

  
<<Accept>> 
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15. ページ左の [Explorer] をクリックし、ツリー ビューで [Views | Products] フォルダー

を展開し [index.cshtml] をクリックしたら、[index.cshtml] ファイルがコード エディ

ターで開かれることを確認します。 

 

<<monaco コード エディターでコードをオープン>> 
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16. [index.cshtml] ファイル下部の [@foreach] ブロックで、最初の [td] 要素に 

[style="color:red;"] 属性を追加します。 

  

<<style 属性の追加>> 

 

17. ページ右上の [SAVED] をクリックし、ファイルへの変更を保存します。 

  

<<ファイルへの変更を保存>> 
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18. ページ左の [RUN] をクリックします。 

  

<<RUN をクリックする>> 

 

19. ブラウザーのアドレス バーの末尾に [Products/] を追加し、以下のように商品名が赤

色で表示されることを確認します。 

  

<<商品名が赤色で表示される>> 

 

 

 

 

 


