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はじめに 

この第 3 部の WCF REST 編では、WCF における REST の具体的な実装方法や関連する Visual Studio 

2010 の使用方法について取り上げます。ここでは、実際のゕプリケーションの中で、REST 関連のテ

クノロジをどう活用するのかを確認していただくために、予め完成してある AWTS サンプルプログラ

ムを題材にします。サンプルプログラムの中から、重要なコードの実装例や、そのコードに至る Visual 

Studio の操作のポントなどを確認します。また、バリエーションとして、一部のサンプルについて

は、簡単なものを新規に作成します。 

ここでは、テクノロジが提供するすべての機能を網羅的に解説するわけではありませんが、ここで

取り上げたことは、今後、開発者のみなさんが WCF 関連のテクノロジを使用して実装する際に、それ

らを使いこなす上での「着眼点」や「指針」、「コツ」など得ることができるでしょう。 

なお、ポントとなるサンプルコードは、ドキュメントに記載しますので、サンプルの実行環境が

なくとも、感触をある程度つかむことができると思いますが、理解をより深めるためにも、サンプル

プログラムをセットゕップして動作確認をしながら、読み進めることをお奨めします。なお、AWTS サ

ンプルプログラムのセットゕップ方法は、別途、「AWTS サンプル セットゕップガド」をご参照く

ださい。 

 

前提知識 

サンプルを動作確認するにあたり、Visual Studio の基本的な操作手順等については割愛しており、

当ドキュメントに沿って操作する上での前提知識として必要になります。また、ソースコード例の解

説では、紙面の都合もあり、そのコードの特徴的な部分に焦点を当てて説明しています。そのため、

基本的な言語文法の知識も前提として必要になります。サンプルは主に C#で記載されていますが、

WCF のポントとなる部分については、Visual Basic で実装した場合の参考コードが、コメントや

「_note.txt」というフゔルの中に記述されています。また、C++、Java などのいずれかのオブジェ

クト指向プログラミング言語の知識をお持ちであれば、サンプルコードの内容は想像がつくでしょう。 

具体的な前提知識としては、主に以下の事項に関して必要となります。 

 Visual Studio のソリューションやプロジェクトを開くことができる。また、ソリューション

とプロジェクトの違いを理解している。 

 Visual Studio の各編集可能のウゖンドウ、たとえば、フォームデザナーやコードエデゖター

など、特定の機能のウゖンドウを開くことができる。 

 ビルドやデバッグの実行方法や、Web ゕプリケーションの実行方法が分かる。 

 1 つのプロジェクトから、別のプロジェクトを参照するための「参照の追加」(参照設定) を行

うことができる。 

 SQL Server Management Studio、または、Visual Studio などを使用して、SQL Server データ

ベースに格納されたデータを確認できる。 

 Visual Basic、または C#、C++ などのオブジェクト指向言語の基本的な文法が理解できる。

特に、クラスラブラリを使用する上での、ンスタンスの作成やメソッド呼び出し、プロパ

テゖの参照や設定など。 



 

 

 

なお、第 1 部では、WCF の基本的な特徴について既に確認しています。特に、次に挙げる用語の意

味などは、第 1 部を参照してください。 

 サービスコントラクト、サービスクラス、およびホスト ゕプリケーション 

 エンドポント、バンデゖング 

 プロキシ、サービス参照の追加 

 

また、第 2 部では、WCF の基本的な実装方法について解説しており、この第 3 部では、REST に関

する差分を扱っています。WCF の実装方法について、これから学ぶ方であれば、まずは第 1 部と第 2

部をお読みになることをお奨めします。 

 

  



 

 

第 1 章 サンプルのシステム構成と特徴 

まずは、AWTS サンプルプログラムの全体構成の中で、システムのどの部分で、REST 対応の WCF

サービスを使用しているか確認しましょう。なお、このサンプルに含まれる REST 以外の WCF 全般的

の利用方法については、第 2 部を参照ください。また、サンプルの基本的な操作方法は、セットゕッ

プガドの後半部分である「サンプル操作方法ウォークスルー」を参照ください。 

 

1.1 サンプル システムにおける REST 対応サービスの構成 

すでに第 2 部では次の図を用いて、AWTS サンプルプログラムの全体構成や、その中の各所で使用

される WCF サービスについて概説しました（第 2 部「1.1 サンプルのシステム全体像と WCF の各機

能」参照）。この第 3 部では、このサンプルの中で、図中の左上部の①と④について取り上げます。 

図 1. （再掲）AWTS サンプルプログラムのシステム全体像 

 

第 2 部でも触れたように、④を含む C のブロックは、このサンプルの架空企業が提供する顧客向け

のWebサトです。このWebサトは、ASP.NET Web ゕプリケーションとして実装されているほか、

④にあるフェリー予約管理用 WCF サービスのホステゖング環境として利用されています。さらに、こ

こでは「ASP.NET 互換モード」を使用しており、ASP.NET のフォーム認証や ASP.NET のセッションを、

そのまま④の WCF サービスにゕクセスする際の「認証」や「セッション管理」に利用しています。 

一方、①を含む A のブロック（Web ブラウザー）は、ASP.NET Web ゕプリケーションのクラゕ

ントであり、基本的には HTTP の要求と応答を介して、Web サト側から HTML ベースのコンテンツ
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をページ単位でダウンロードし、クラゕント側のブラウザーに表示して、ユーザーが対話操作を行

うことになります。 

ただし、ブラウザー側のユーザー ンターフェスをきめ細かい制御を行い、操作性を向上させる

ため、①のブラウザー側の Web ページから JavaScript や Silverlight を利用し WCF クラゕントとし

て、④の WCF サービスを呼び出しています。これによって、クラゕント側での Web ページ内の部

分的な更新なども可能になります。 

このとき、クラゕント側の JavaScript などの軽量な実装にも対応できるようにするため、④の WCF

サービスでは REST を用いています。この第 3 部では、この④や①における REST の実装例を題材とし

て解説するほか、④や①に関連した、基本的な REST 対応サービスの作成手順について確認していき

ます。 

なお、この部分は別の選択肢として、WCF RIA Services や WCF Data Services も利用できます。既に

使い分けの指針については第 1 部で説明しましたが、このサンプルでは比較的単純な予約データのや

り取り行っていることもあり、軽量で相互運用性の高い REST 対応サービスを採用しています。また、

REST 対応サービスとのやり取りを把握しやすくするため、このサンプルでは、クラゕントの

JavaScript から、HTTP GET や POST、DELETE などを直接利用して WCF サービスを呼び出し、予約デー

タの操作を行っています。 

註: WCF RIA Services については、次のゕドレスから学習を目的としたサンプルゕプリケーション

を入手することができます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/silverlight/hh219352 

Visual Studio 2010/Silverlight 4 ソリューション サンプル (MVVM) 編 ～ Silverlight 4 + WCF 

RIA Services + MVVM ～ 

 

註: WCF Data Services については、以下のゕドレスから自習書を入手することができます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/gg615417 データ ゕクセス自習書 

「データ ゕクセス自習書 (Visual Studio 2010/.NET4 版)」の中の 

「第 3 部 SQL Server データ ゕクセス手法 - (4) WCF Data Services 編」 

 

1.2 REST 対応サービスにおける基本的な構成 

第 2 部でも説明したように WCF サービス（④）は、論理的に 1 つのサービスを提供する単位とみな

せますが、実際の物理的な実装では、一般的に複数のソフトウェゕ コンポーネントに分割して構成し

ます。 

第 3 部で使用する、フェリー予約管理のための REST 対応サービスも、以下に示す図 2 の④のよう

に複数の構成要素に分割できます。これは、第 2 部の「1.2 WCF サービスの実装における基本的な構

成」で取り上げた予約管理（フェリー予約および乗船手続き）サービスと同様の構成です（以下の図

3 の D ブロック参照）。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/silverlight/hh219352
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/gg615417


 

 

図 2. サンプルの REST 対応サービスで使用されるソフトウェア コンポーネント 

 

 

図 3. （再掲）予約管理サービスを構成する各役割のソフトウェア コンポーネント 

 

上記の 2 つの例について、具体的なプロジェクトで示すと、それぞれ次図のようになります。図 2

の REST 対応サービスのサービス クラスは、図 4 の AdwkWebApp プロジェクトに実装され、一方で

図 3 の予約管理サービスのサービス クラスは、図 5 の AdwkRService プロジェクトに実装されていま

す。 

図 4. サンプルの REST 対応サービスでのプロジェクト構成 

 
 

図 5. サンプルの予約管理サービスのプロジェクト構成 
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そもそも、それぞれをこのような複数のコンポーネントに分割した理由は、コンポーネント単位の

再利用性を高めるためです。実際、図 4 の REST 対応サービスと、図 5 の（非 REST 対応）サービスと

は、サービスのエンドポントの構成方法やコントラクトが異なりますが、ロジックやデータ操作に

は、共通する部分があります。この例でも、図 5 で使用している AdwkRLogic（ロジック）、AdwkRDac

（DAC）、および、AdwkRData（エンテゖテゖ）の 3 つのプロジェクトについては、図 4 の REST 対

応サービスでも再利用しています。 

註: 場合によっては、再利用の観点からコンポーネントをさらに細分化することも考えられます。

たとえば、ホスト環境とサービスクラス、サービスンターフェスも、それぞれ別々のプロジェ

クトに実装することもできます。このサンプルでは、サービス自体の実装は単純なので、

AdwkWebApp プロジェクトの中に、ホスト環境とサービスクラス、およびサービスンターフェ

スをまとめて実装しています。 

このあとのサービスを追加する演習でも、図 4 の AdwkRLogic、AdwkRDac、および、AdwkRData

の 3 つを再利用して、AdwkWebApp に REST 対応サービスを追加するようにしています。 

なお、ここでは ASP.NET Web サト上をサービスのホスト環境として利用していますが、スタンド

ゕローンのホスト ゕプリケーションを使用する場合でも、REST 対応サービスのクラスやンター

フェス、構成フゔルなどの定義や実装は同様です。 

  



 

 

第 2 章 基本的な REST の実装方法 

この章では、REST 対応の WCF サービスとクラゕントの基本的な実装手順を改めて確認します。

まず、既存の AWTS サンプル プログラムの ASP.NET Web サト上のホステゖング環境に、基本的な

REST 対応のサービスを作成した後、そのサービスにゕクセスする簡単なクラゕントを新規作成しま

す。また、AWTS サンプル プログラムで使用されている、REST に関係する基本的な実装のバリエー

ションについても、いくつか確認します。 

なお、ASP.NET Web サトにおける WCF サービスのホステゖング方法については、既に第 2 部で

説明済みです。ここでは、このホステゖング環境を用いて、REST 固有の実装方法を中心に取り上げま

す。ASP.NET Web サトにおけるホステゖング方法について自信のない方は、予め、第 2 部の「3.3 

ASP.NET Web サトでのホステゖング」および「3.4 ASP.NET 互換モードの利用」をお読みになるこ

とをお奨めします。 

 

2.1 基本的な REST 対応サービスの実装 

まずは、演習を通じて、簡単な REST 対応サービスの作成手順を確認します。 

既に触れたように、AWTS サンプルブログラムでは、前述の図 1 の④（図 4 の AdwkWepApp プロ

ジェクト）の箇所に、REST 対応の WCF サービスが実装されています。たとえば、以下に示す

AdwkWebApp プロジェクトのフゔルがこれに該当し、このフゔル構成については、第 2 章の「3.3 

ASP.NET Web サトでのホステゖング」でも説明しました。 

 

IBasicInfo.cs ---- サービス コントラクト 

RBasicInfoService.svc.cs ---- サービス クラス 

RBasicInfoService.svc ---- クラゕントからのゕクセスポントとなるフゔル 

 

このあとは、上記と同様の構成を持つ簡単な REST 対応サービスを実際に作成し、基本的な実装の

ポントを確認していきます。具体的には、フェリーの路線に関する基本データを提供する、簡単な

REST 対応サービスを、AdwkWebApp プロジェクトの Web サト上に作成します。 

 

・必要なファイルの準備 

まずは、Visual Studio の項目テンプレートを使用して、WCF サービスに必要なフゔルを追加しま

しょう。 

1. Visual Studio 2010 で AdwkWebApp.sln ソリューションを開きます。 

2. WCF サービスの必要なフゔルを AdwkWebApp プロジェクトへ追加するため、まず、ソ

リューション エクスプローラーのツリー上で、［AdwkWebApp］プロジェクトノードを

クリックして選択します。（クリックすべき場所は、ルートノードの［ソリューション 

'AdwkWebApp'］ノードではなく、その下の階層の［AdwkWebApp］プロジェクトノード

です。） 



 

 

3. ［プロジェクト］メニューの［新しい項目の追加］をクリックします。 

4. ［新しい項目の追加］ダゕログボックスが表示されたら、次図のように、左側のツリー

で［Visual C#］の［Web］をクリックして選択し、中央のテンプレートの一覧では、「WCF

サービス」を見つけて選択し、名前欄には「RouteService.svc」と入力して、［追加］ボタ

ンをクリックします。 

 図 6. WCF サービスの追加 

  

5. すると、AdwkWebApp プロジェクトには必要なフゔルが追加されるので、ソリューショ

ン エクスプローラーのツリー上で、［AdwkWebApp］プロジェクトノードの配下に、以

下の 3 つのフゔルが追加されたことを確認します（図 7 参照）。 

 IRouteService.cs, RouteService.svc, RouteService.svc.cs 

  図 7. 追加された WCF サービス関連のファイル 

   

これで、WCF サービスに必要なフゔルが追加されました。この時点では、既定で basicHttpBinding

を用いて、SOAP メッセージをやり取りするサービスとして構成されています。この後は、REST 対応

になるように修正していきます。 



 

 

註: このサンプルの AdwkWebApp プロジェクトでは、「Web ゕプリケーション プロジェクト」

を使用しています。「Web サト プロジェクト」の場合とはフゔルの配置位置が異なるので注

意してください。この 2 種類のプロジェクトにおける配置位置の違いについては、第 2 部「3.3 

ASP.NET Web サトでのホステゖング」の中の「ASP.NET でのサービスの構成とホステゖング」

を参照してください。 

 

註: 構成フゔルに WCF 関連の記述がない状態で、前述の手順を用いて WCF サービスを追加す

ると、構成フゔルには次の記述が追加されます。（今回の AWTS サンプルプログラムには、す

でにこれに相当する記述が含まれています。） 

[1]の名前（name 属性）が省略されたビヘビゔは、サービスに適用されるビヘビゔの既定値

を表します。[2]は、第 2 部でも触れたように、HTTP GET を介して、サービスのメタデータ（WSDL）

を提供可能にするための記述です。[3]は、サービスで例外が発生した場合、その例外の情報を SOAP 

エラー メッセージに含めるか否かの指定です。また、[4]の指定によって、IIS のホスト環境にお

いて、1 つのサービスが複数のベースゕドレスを提供することが可能になります。詳しくは、以下

のゕドレスを参照してください。 

 http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee358763.aspx 

 複数の IIS サト バンデゖングのサポート 

  <system.serviceModel> 

    <behaviors> 

      <serviceBehaviors> 

        <behavior name="">  ←[1] 

          <serviceMetadata httpGetEnabled="true" />  ←[2] 

          <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false" />  ←[3] 

        </behavior> 

      </serviceBehaviors> 

    </behaviors> 

    <serviceHostingEnvironment multipleSiteBindingsEnabled="true" />  ←[4] 

  </system.serviceModel> 

 

・サービス コントラクト 

前述の手順で追加したフゔルに関して、まず、サービス コントラクトを修正しましょう。ここで

は、フェリー路線の基本情報を返すメソッドを定義するほか、REST 対応で必要な属性をいくつか記述

します。前述の手順で追加した IRouteService.cs を次のように書き変えてください。 

例 1. 経路の基本情報を返す REST 対応サービスのコントラクト 

IRouteService.cs（AdwkWebApp プロジェクト） 

using System.ServiceModel; 
 
using Adwk.Reservation; 
using System.ServiceModel.Web; 
 
namespace Adwk.WebApp 
{ 
    // 路線の基本情報を返すサービスンターフェス 
    [ServiceContract(Namespace = "http://adwk.webapp.reservation")] 
    public interface IRouteService 
    { 
        // 場所コードから場所名を取得 
        [OperationContract] 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee358763.aspx


 

 

        [WebGet(                                                       //←[1] 
            UriTemplate = "GetPlaceNameByCode?pcode={placeCode}", //←[2] 
            ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]               //←[3] 
        string GetPlaceNameByCode(string placeCode);               //←[4] 
 
        // 場所コードからPlaceInfoオブジェクトを取得 
        [OperationContract] 
        [WebGet( 
            UriTemplate = "GetPlaceInfoByCode?pcode={placeCode}", 
            ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)] 
        PlaceInfo GetPlaceInfoByCode(string placeCode);    //←[5] 
 
        // 場所名の配列を取得 
        [OperationContract] 
        [WebGet(ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)] 
        string[] GetPlaceNames();                            //←[6] 
 
        // PlaceInfoオブジェクトの配列を取得 
        [OperationContract] 
        [WebGet(ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)] 
        PlaceInfo[] GetPlaceInfos();                         //←[7] 
    } 
} 

ここでは、[4]から[7]までの 4 つのメソッドを定義し、それぞれ、引数と戻り値のパターンを変えて

みました。引数有無の違いがあるほか、[6]や[7]では配列を戻り値として返しています。 

これら以外にも、出力引数を使用することも可能ですが、出力引数については、「2.3 基本的な構

成要素の実装バリエーション」で改めて取り上げます。 

ンターフェスに付ける ServiceContract 属性や、メソッドに付ける OperationContract 属性につ

いては、REST 以外の WCF サービスの場合と同様です。 

REST固有の記述としては、各メソッドに付いたWebGet属性です。このWebGet属性が付いたメソッ

ドは、HTTP GET によって呼び出されることを表しています。これ以外に、HTTP POST や HTTP DELETE

など他のメソッド（verb）を使用する場合には、WebInvoke 属性を使用します。WebInvoke 属性の使

用例は、第 3 章で扱います。 

WebGet 属性の各プロパテゖには、呼び出し時の URI やシリゕル化のフォーマットなども指定でき

ます。たとえば、 [4]の GetPlaceNameByCode メソッドに付いた WebGet 属性の場合、[2]のように

UriTemplate プロパテゖには、このメソッドを呼び出す際に使用する Uri の形式が指定されています。

このプロパテゖの値は、エンドポント ゕドレスに続く相対 Uri の部分が記述されており、このサン

プルの[2]の場合であれば、次のようにゕドレスを指定することで、[4]のメソッドを呼び出せます。 

http://localhost:8080/AdwkWebApp/RouteService.svc/GetPlaceNameByCode?pcode=コード 

[2]のクエリ文字列の一部にある「{placeCode}」の部分は、引数を渡す部分です。この「{placeCode}」

という名前は、[4]のメソッドの引数 placeCode という名前に一致しています。これよって、クエリ文

字列の「{placeCode}」に当たる部分は、[4]の引数 placeCode に渡ります。 

このように UriTemplate プロパテゖには、特定のクエリ文字列をメソッドとその引数にマッピング

する効果があります。 



 

 

ここでは、呼び出されるメソッド名と URI 上の名前（GetPlaceNameByCode）を一致させましたが、

必ずしも同じ名前にする必要はありません。また、クエリ文字列内の「pcode={placeCode}」、つま

り「名前=値」の構文において、名前（pcode）の部分も任意の名前を付けることができます。 

なお、複数の引数を渡す場合は、通常どおり、クエリ文字列内でゕンパサンド（&）を使用して、

渡すべきデータを連結できます。たとえば、仮に例 1 の[4]のメソッドに、もう一つの引数とて、data

という名前のものがあれば、UriTemplate プロパテゖに次のように指定することになります。 

UriTemplate = "GetPlaceNameByCode?pcode={placeCode}&data={data}" 

また、[6]の GetPlaceNames メソッドと[7]の GetPlaceInfos メソッドには、UriTemplate プロパテゖ

の記述がありません。この場合は、メソッド名が URI として使用されます。たとえば、[6]の

GetPlaceNames メソッドを呼び出す場合には、次のように指定します。 

http://localhost:8080/AdwkWebApp/RouteService.svc/GetPlaceNames 

一方、[3]の ResponseFormat プロパテゖは、応答メッセージをシリゕル化する際の形式の指定です。

ここでは、「WebMessageFormat.Json」と指定してあるので、JSON 形式で応答が返されます。 

 

・データ コントラクト 

引数や戻り値などのデータに関わるコントラクトについては、REST の場合も、第 2 部で取り上げた

REST 以外の場合と同様です。string 型などの基本的なデータ型は、データコントラクトを改めて定義

する必要はありません。また、今回は、JSON 形式にシリゕル化しますが、XML 形式にシリゕル化す

る場合とコントラクトの記述方法について違いはありません。 

例 1 の[5]の GetPlaceInfoByCode メソッドと[7]の GetPlaceInfos メソッドでは、PlaceInfo オブジェク

トを使用していますが、すでに AdwkRData プロジェクトの中で次のように定義されています。サービ

スの構成などで指定されたシリゕル化の方法に基づいて、対象のデータは XML 形式や JSON 形式にシ

リゕル化されます。 

例 2. PlaceInfo オブジェクトのデータ コントラクト 

PlaceInfo.cs（AdwkRData プロジェクト） 

    [DataContract] 
    public class PlaceInfo 
    { 
        [DataMember] 
        public string PlaceCode; 
        [DataMember] 
        public string PlaceName; 
    } 

 

・サービス クラスの実装 

すでにサービス ンターフェスに対して、REST として必要な属性を付けているので、サービス 

クラスには、改めて REST に関する記述を追加する必要はありません。単に、REST 対応のサービス 

ンターフェスを実装するだけです。 

ここでは、路線の基本情報を返す実装を簡単にするため、多少冗長性はありますが、既存のコンポー

ネントを流用して、路線情報を返すようにします。先述の手順で追加した RouteService.svc.cs を次の

ように修正してください。 



 

 

例 3. 経路の基本情報を返すサービス クラス 

RouteService.svc.cs（AdwkWebApp プロジェクト） 

using System.Linq; 
using System.ServiceModel.Activation; 
 
using Adwk.Reservation; 
using Adwk.Reservation.Logic; 
 
namespace Adwk.WebApp 
{ 
    // 路線の基本情報を返すサービス 
    [AspNetCompatibilityRequirements(  //←[1] 
       RequirementsMode = AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)]  //←[2] 
    public class RouteService : IRouteService  //←[3] 
    { 
        string IRouteService.GetPlaceNameByCode(string placeCode)  
        { 
            //System.Threading.Thread.Sleep(3000);  //←[4] 
 
            PlaceInfo[] places; 
            LevelInfo[] levels; 
            if (!BLComp1.GetBasicRouteInfo(out places, out levels)) 
                return null; 
            var query = from place in places 
                        where place.PlaceCode == placeCode 
                        select place.PlaceName; 
            try 
            { 
                return query.First(); 
            } 
            catch 
            { 
                return null; 
            } 
        } 
 
        PlaceInfo IRouteService.GetPlaceInfoByCode(string placeCode) 
        { 
            PlaceInfo[] places; 
            LevelInfo[] levels; 
            if (!BLComp1.GetBasicRouteInfo(out places, out levels)) 
                return null; 
 
            var query = from place in places 
                        where place.PlaceCode == placeCode 
                        select place; 
            try 
            { 
                return query.First(); 
            } 
            catch 
            { 
                return null; 
            } 
        } 
 
        string[] IRouteService.GetPlaceNames() 



 

 

        { 
            PlaceInfo[] places; 
            LevelInfo[] levels; 
            if (!BLComp1.GetBasicRouteInfo(out places, out levels)) 
                return null; 
 
            var query = from place in places 
                        select place.PlaceName; 
            try 
            { 
                return query.ToArray(); 
            } 
            catch 
            { 
                return null; 
            } 
        } 
 
        PlaceInfo[] IRouteService.GetPlaceInfos() 
        { 
            PlaceInfo[] places; 
            LevelInfo[] levels; 
            if (!BLComp1.GetBasicRouteInfo(out places, out levels)) 
                return null; 
 
            return places; 
        } 
    } 
} 

基本的には[2]のように、IRouteService ンターフェスを実装したサービスクラスを定義するだけ

です。ただし、このサービスのホスト環境では、ASP.NET 互換モードを使用しているので、[1]の

AspNetCompatibilityRequirements 属性では、[2]のとおり、RequirementsMode プロパテゖに ASP.NET

互換モードの使用を許可するように指定しています。 

サービス クラスの各メソッドの内部では、AdwkRLogic プロジェクトの BLCom1.GetBasicRouteInfo

メソッドを呼び出して、路線情報を取得し、戻り値の形式に合わせてデータを加工して返しています。 

なお、[4]のスレッドを 3 秒停止するためのコメントゕウトしたステートメントは、後ほど実装する

クラゕントからの非同期呼び出しなどの際に実験で使用します。 

 

・エンドポイントの構成 

現時点では、既定で SOAP メッセージをやり取りする basicHttpBinding を使用するエンドポント

が提供されています。ここでは REST 対応のエンドポントの定義方法を確認するために、明示的に

REST 対応になるよう記述しましょう。 

註: .NET Framework 4 では、構成フゔルの中に、明示的に<service>要素を記述しなくとも、既

定値に基づいて構成されるようになりました。詳しくは、以下のゕドレスを参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee358768.aspx 簡略化された構成 

次の例のように、構成フゔルの中の<services>要素ブロックと<behaviors>要素ブロックの中に、

サービスとビヘビゔを追加します（黄色い太線部分）。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee358768.aspx


 

 

例 4. REST 対応のエンドポイントの構成（抜粋） 

Web.config（AdwkWebApp プロジェクト） 

    <services> 
 
    （略） 
 
      <!-- このWebサトの基本情報を返すサービス --> 
      <service name="Adwk.WebApp.WebBasicInfoService" 
               behaviorConfiguration="MyBehaviors"> 
        <endpoint contract="Adwk.WebApp.IWebBasicInfo" 
                  binding="webHttpBinding" 
                  address="" behaviorConfiguration="MyBehav"/> 
      </service> 
      <!-- 経路の基本情報を返すサービス --> 
      <service name="Adwk.WebApp.RouteService">         ←[1] 
        <endpoint contract="Adwk.WebApp.IRouteService"  ←[2] 
                  binding="webHttpBinding"    ←[3] 
                  address="" behaviorConfiguration="MyBehav2"/>  ←[4] 
      </service> 
    </services> 
     
    <behaviors> 
      <endpointBehaviors> 
        <behavior name="MyBehav"> 
          <webHttp helpEnabled="true" /> 
        </behavior> 
        <!-- 経路の基本情報サービスのエンドポイント用に追加 --> 
        <behavior name="MyBehav2">  ←[5] 
          <webHttp />  ←[6] 
        </behavior> 
      </endpointBehaviors> 
 
    （略） 
 
    </behaviors> 

[1]のように、サービス クラスである RouteService のための<service>要素ブロックを定義し、[2]

のエンドポントでは、IRouteService ンターフェスをコントラクトとして使用するように指定し

ています。ここまでは、今まで取り上げた WCF サービスと同じです。 

REST に関する固有部分は、[3]と[6]です。 

[3]では、バンデゖングとして webHttpBinding を指定し、さらに、[6]のエンドポント固有のビ

ヘビゔとして、<webHttp/>を追加します。[4]の behaviorConfiguration 属性では、参照先として 

"MyBehav2"と指定し、[5]のビヘビゔを参照しています。結果として、[2]のエンドポントには[6]

の指定が適用されます。 

以上で、REST 対応に必要なコードの実装と構成ができました。まずは、ソリューション全体をリビ

ルドして、コンパルエラーがないことを確認しておいてください。 

次に、このサービスが動作するか確認してみましょう。 

 



 

 

・REST 対応サービスの動作確認 

この時点では、WCF クラゕントを作成していないので、Internet Explorer を使用して、サービス

のエンドポントに対してHTTP GETを使用して直接ゕクセスし、実行結果を確認することにします。 

 

1. ソリューション エクスプローラーのツリー上で、RouteService.svc を右クリックして、［ブ

ラウザーで表示］をクリックします。 

 

上記の手順は、ASP.NET 開発サーバーを起動させるのが目的です。RouteService.svc に対してブラウ

ザーでゕクセスすると、このサービスの説明ページが開きますが、ここでは重要ではありません。な

お、このサービスに対して、説明ページを表示するように直接構成していませんでしたが、「・必要

なフゔルの準備」の項の「註」で説明した既定構成が、このサンプルでは既に記述されているため、

説明ページが表示されます。 

 

2. ブラウザーが開いたら、ゕドレスを次のように修正してゕクセスを試み、このサービスの

GetPlaceNameByCode メソッドを呼び出します。 

http://localhost:8080/AdwkWebApp/RouteService.svc/GetPlaceNameByCode?pcode=CTWH 

3. すると、メソッドの応答として JSON 形式のデータが返されるので、次図のようにダウン

ロードを問い合わせるメッセージ ボックスが表示されることを確認します。 

 図 8. 応答データのダウンロード 

  

4. このメッセージボックスの［保存］ボタンをクリックして、［名前を付けて保存］ダゕ

ログボックスを表示させます。 

5. ［名前を付けて保存］ダゕログボックスでは、適当な保存先を選択したのち、

「GetPlaceNameByCode.txt」という名前を付け、［保存］ボタンをクリックして保存しま

す。（あとからメモ帳で確認できるように、拡張子は .txt にしてください。） 

6. ［ダウンロードの完了］メッセージボックスが表示されたら、［フォルダーを開く］ボタ

ンをクリックして、保存先のフォルダーを開きます。 

7. 保存先のフォルダー上で「GetPlaceNameByCode.txt」をダブルクリックして、メモ帳で開

きます。 



 

 

8. 応答データが次のようになっていることを確認します。 

  "市内埠頭" 

9. 確認が済んだら、ブラウザーとメモ帳を閉じておきます。 

 

他のメソッドに関しても、同様の方法でゕクセスして、JSON 形式の応答データが返ることを確認

してください。次表には、4 つのメソッドにゕクセスする際に使用するゕドレス例と、その応答結果

を記載しておきます。（紙面の都合で、長い行は途中改行しています。） 

表 1. 各メソッドのアドレスと応答結果 

メソッド名 アドレス（上段）と応答結果（下段） 

GetPlaceNameByCode http://localhost:8080/AdwkWebApp/RouteService.svc/GetPlace
NameByCode?pcode=CTWH 

"市内埠頭" 

GetPlaceInfoByCode http://localhost:8080/AdwkWebApp/RouteService.svc/GetPlaceInfoByC

ode?pcode=CTWH 

{"PlaceCode":"CTWH","PlaceName":"市内埠頭"} 

GetPlaceNames http://localhost:8080/AdwkWebApp/RouteService.svc/GetPlaceNames 

["市内埠頭","東島","南島"] 

GetPlaceInfos http://localhost:8080/AdwkWebApp/RouteService.svc/GetPlaceInfos 

[{"PlaceCode":"CTWH","PlaceName":"市内埠頭"}, 

{"PlaceCode":"ELND","PlaceName":"東島"}, 

{"PlaceCode":"SLND","PlaceName":"南島"}] 

これで、REST 対応サービスが完成しました。次節では、このサービスにゕクセスするクラゕント

を作成します。 

 

2.2 基本的な REST 対応のクライアントの実装 

基本的には、HTTP プロトコルを使用して、テキストデータをやり取りできる環境であれば、REST

対応のクラゕントを構築することができます。ここでは、REST に基づくやり取りの手順を確認して

いただくためにも、JavaScript の標準的な方法を使用して、サービスを呼び出す例を扱います。 

註: .NET Framework版のクラゕントから REST対応のサービスを呼び出す場合の典型的な方法の

1 つとしては、WebClient クラスを使う方法があります。第 4 章では、Silverlight 版クラゕント

から WebClient クラスを使用する例を取り上げています。 

ここでは、AdwkWebApp プロジェクトに、テスト用の HTML ページを追加して、REST 対応サービ

スのクラゕントを作成してみます。 

 

1. AdwkWebApp.sln ソリューションを開いてない場合は、これを Visual Studio 2010 で開き

ます。 



 

 

2. HTML ページを AdwkWebApp プロジェクトへ追加するため、まず、ソリューション エク

スプローラーのツリー上で、［AdwkWebApp］プロジェクトノードをクリックして選択し

ます。（クリックすべき場所は、ルートノードの［ソリューション 'AdwkWebApp'］ノー

ドではなく、その下の階層の［AdwkWebApp］プロジェクトノードです。） 

3. ［プロジェクト］メニューの［新しい項目の追加］をクリックします。 

4. ［新しい項目の追加］ダゕログボックスが表示されたら、次図のように、左側のツリー

で［Visual C#］の［Web］をクリックして選択し、中央のテンプレートの一覧では、「HTML

ページ」を見つけて選択し、名前欄には「TestRESTPage1.htm」と入力して、［追加］ボ

タンをクリックします。 

 図 9. HTML ページの追加 

  

5. すると、AdwkWebApp プロジェクトには、TestRESTPage1.htm が追加されるので、この

フゔルを次のように書き変えます。 

例 5. テスト用の HTML ページ 

TestRESTPage1.htm（AdwkWebApp プロジェクト） 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
    <title></title> 
    <script type="text/javascript"> 
        function button1_Click() {  //←[1] 
        } 
 
        function button2_Click() {  //←[2] 
        } 
 
        function button3_Click() {  //←[3] 
        } 
 
        function button4_Click() {  //←[4] 



 

 

        } 
 
        function button5_Click() {  //←[5] 
        } 
 
        function writeLog(data, isClear) {  //←[6] 
            var log1 = document.getElementById("Log1"); 
            if (isClear == true) log1.value = ""; 
            else log1.value += "¥n"; 
            log1.value += data; 
        } 
 
        function select1_Change() { 
            var select1 = document.getElementById("Select1"); 
            var index = select1.selectedIndex; 
            alert("text=" + select1.options[index].text + " " + 
                  "value=" + select1.options[index].value); 
        } 
        function select2_Change() { 
            var select2 = document.getElementById("Select2"); 
            var index = select2.selectedIndex; 
            alert("text=" + select2.options[index].text + " " + 
                  "value=" + select2.options[index].value); 
        } 
    </script> 
</head> 
<body> 
    <input type="text" id="Text1" value="CTWH" /> 
    <input type="button" id="Button1" value="GetPlaceNameByCode" 
        onclick="button1_Click()" /> 
    <br /> 
    <input type="text" id="Text2" value="CTWH" /> 
    <input type="button" id="Button2" value="GetPlaceInfoByCode" 
        onclick="button2_Click()" /> 
    <br /> 
    <input type="button" id="Button3" value="GetPlaceNames"  
        onclick="button3_Click()" /> 
    &nbsp;&nbsp; 
    <input type="button" id="Button4" value="GetPlaceInfos"  
        onclick="button4_Click()" /> 
    &nbsp;&nbsp; 
    <input type="button" id="Button5" value="GetBasicRoutInfo"  
        onclick="button5_Click()" /> 
    <br /> 
    <hr /> 
    <select id="Select1" onchange="select1_Change()"> 
        <option value="-">-</option> 
    </select> 
    <select id="Select2" onchange="select2_Change()"> 
        <option value="-">-</option> 
    </select> 
    <hr /> 
    <textarea id="Log1" cols="80" rows="10"></textarea> 
</body> 
</html> 



 

 

この例では、ページ上にボタンが 5 個あり、それぞれのボタンをクリックすると、ページの前半に

記述された[1]から[5]までの、いずれかの関数が呼び出されるように実装しています。このうち、[5]

の関数は、次節の出力引数を伴うサービス呼び出しの例で使用します。なお、[6]の writeLog 関数は、

必要に応じて、ページ下半分の<textArea>に結果を表示するために使用します。 

 

6. 作成が済んだら保存した後、ソリューション エクスプローラー上で TestRESTPage1.htm

を右クリックし、［ブラウザーで表示］をクリックします。次図のように、HTML ページ

の UI が表示されることを確認します。 

 図 10. テスト用ページを表示 

  

7. 確認が済んだら、ブラウザーを閉じておきます。 

 

これでテスト用のページの UI が完成したので、このあとは、JavaScript を用いて、REST 対応の WCF

クラゕントを作り込んでいきます。 

 

・JavaScript による HTTP GET を用いたサービス呼び出し 

ここで TestREST1Page.htm の中に、前節で作成した REST 対応サービス（RouteService.svc）の 4 つ

のメソッドを呼び出す JavaScript を追加しましょう。次のように、既存の 4 つの関数の中に、それぞ

れコードを追加してください。 

例 6. JavaScript による REST 対応サービスの呼び出し（抜粋） 

TestRESTPage1.htm（AdwkWebApp プロジェクト） 

    <script type="text/javascript"> 
        function button1_Click() { 
            var text1 = document.getElementById("Text1"); 
            // 
            var xmlHttp = new XMLHttpRequest();    //←[1] 
            var url = "/AdwkWebApp/RouteService.svc/GetPlaceNameByCode" +  //←[2] 
                       "?pcode=" + text1.value; 
            xmlHttp.open("GET", url, false);       //←[3] 



 

 

            xmlHttp.send();                          //←[4] 
            var result = xmlHttp.responseText;     //←[5] 
            writeLog(result, true);   //←[6] 
            // 
            eval("var placeName = " + result + ";");  //←[7] 
            //var placeName = eval(result);            //←[8] 
            //var placeName = JSON.parse(result);     //←[9] 
            writeLog(placeName, false);    //←[10] 
        } 
 
        function button2_Click() { 
            var text2 = document.getElementById("Text2"); 
            // 
            var xmlHttp = new XMLHttpRequest(); 
            var url = "/AdwkWebApp/RouteService.svc/GetPlaceInfoByCode" + 
                       "?pcode=" + text2.value; 
            xmlHttp.open("GET", url, false); 
            xmlHttp.send(); 
            var result = xmlHttp.responseText; 
            writeLog(result, true); 
            // 
            eval("var placeInfo = " + result + ";");  //←[11] 
            //var placeInfo = JSON.parse(result); 
            var placeCode = "PlaceCode=" + placeInfo.PlaceCode;  //←[12] 
            var placeName = "PlaceName=" + placeInfo.PlaceName;  //←[13] 
            writeLog(placeCode, false); 
            writeLog(placeName, false); 
        } 
 
        function button3_Click() { 
            var xmlHttp = new XMLHttpRequest(); 
            var url = "/AdwkWebpp/RouteService.svc/GetPlaceNames"; 
            xmlHttp.open("GET", url, false); 
            xmlHttp.send(); 
            var result = xmlHttp.responseText; 
            writeLog(result, true); 
            // 
            eval("var placeNames = " + result + ";");  //←[14] 
            //var placeNames = eval(result); 
            //var placeNames = JSON.parse(result); 
            var nameString = ""; 
            for (i = 0; i < placeNames.length; i++) {  //←[15] 
                nameString += (placeNames[i] + " "); 
            } 
            writeLog(nameString, false); 
 
        } 
 
        function button4_Click() { 
            var select1 = document.getElementById("Select1"); 
            for (i = select1.options.length; i >= 1; i--) { 
                select1.options.remove(i); 
            } 
            // 
            var xmlHttp = new XMLHttpRequest(); 
            var url = "/AdwkWebApp/RouteService.svc/GetPlaceInfos"; 
            xmlHttp.open("GET", url, false); 
            xmlHttp.send(); 



 

 

            var result = xmlHttp.responseText; 
            writeLog(result, true); 
            // 
            eval("var placeInfos =" + result + ";");   //←[16] 
            //var placeInfos = eval(result); 
            //var placeInfos = JSON.parse(result); 
            for (i = 0; i < placeInfos.length; i++) {  //←[17] 
                var option = document.createElement("option"); 
                option.text = placeInfos[i].PlaceName;   //←[18] 
                option.value = placeInfos[i].PlaceCode;  //←[19] 
                select1.options.add(option); 
            } 
        } 
 
    （略） 
 

4 つの関数は、ほぼ同様の手順で HTTP GET を使用して、サービスのメソッドを呼び出しています。

基本的な呼び出し手順は、[1]から[5]までです。一般に JavaScript 環境で利用できる XMLHttpRequest

オブジェクト（2011 年 11 月現在、W3C の Candidate Recommendation）を使用します。 

まず、[1]で XMLHttpRequest オブジェクトのンスタンスを作成します。 

[2]では、ゕクセスする際に使用する URL を構築しています。ここでは引数として場所コードを渡す

ために、[2]の次行では、クエリ文字列に必要なデータ（"?pcode=値"）を構築しています。渡すべき

値として、テキストボックスの値（text1.value）を使用しています。 

[3]では、open メソッドを呼び出し、1 番目の引数には HTTP のメソッド（ここでは"GET"）を指定

し、2 番目の引数には URL を指定するほか、3 番目の引数には、非同期呼び出しか否かを指定します。

ここでは、false を渡しているので、同期呼び出しです。（非同期呼び出しの方法は次節で扱います。） 

そして、[4]の send メソッドを呼び出すことで、実際にサービスにゕクセスします。ここでは同期

呼び出しなので、応答が返るまで待機し、次行は実行されません。 

応答が返ると[5]が実行され、responseText 属性を参照することで、応答結果の本体を文字列として

取得できます。 

さらに、ここでは[6]のように、サンプルコード内の writeLog 関数を呼び出し、応答結果をそのまま

<textarea>に表示します。 

ただし、このまま応答結果を表示しても、JSON 形式の文字列が表示されるだけです。JSON 文字列

は、JavaScript のオブジェクトに逆シリゕル化することができ、オブジェクトに変換できれば、扱いや

すくなります。引き続きサンプルを使って、逆シリゕル化の方法を確認しましょう。 

 

・JavaScript に対応したデータへの逆シリアル化 

一般的な JavaScript で使用できる eval 関数（ECMA-262 に含まれる）によって、JSON 文字列を

JavaScript に対応したデータに変換することができます。 

そもそも、eval 関数の引数には、文字列として記述された JavaScript を渡すと、それを翻訳して実

行する機能があります。一方、JSON は JavaScript に準じたデータの文字列表現です。よって、eval

関数に JSON 文字列を渡せば、解釈実行され、本来の JavaScript のデータとして扱われます。 



 

 

たとえば、[7]がその変換の例です。サービスの応答結果を持つ[5]の変数 result には、「"市内埠頭"」

のように二重引用符自体も応答データの一部となった JSON 文字列であり、純粋に JavaScript の文字

列データとして扱うには、二重引用符は余分です。 

そこで、[7]の eval 関数に引数として「var placeName = "市内埠頭";」というステートメントを渡す

ことで、これが実行され、二重引用符は構文の一部となるので、二重引用符無しの純粋な文字列デー

タが変数 placeName に代入できます。 

なお、変数 result の内容によっては、[8]のように eval 関数の引数として渡して評価させ、戻り値と

してデータを受け取ることもできます。ただし、result が持つ構文によっては、この方法が利用でき

ない場合もあります。 

また、比較的新しい方法である[9]の JSON.parse メソッドを用いても、同様に逆シリゕル化できま

す。このメソッドは、JSON 文字列を逆シリゕル化するための専用のメソッドであり、ECMA-262（5.1 

Edition / June 2011）でも規定されています。Internet Explorer では、バージョン 8 からサポートして

います。 

この例では、[10]で逆シリゕル化の結果（placeName）を表示しており、この場合は、二重引用符

を伴わない文字列データが表示されます。 

また、[11]の eval 関数呼び出しでは、引数に含まれる変数 result の部分が

「{"PlaceCode":"CTWH","PlaceName":"市内埠頭"}」という 2 つのメンバーからなるオブジェクトを表

す JSON 文字列であり、[11]に記述された変数 placeName には、逆シリゕル化されたオブジェクトが

代入されます。よって、[12]や[13]のように、メンバーとして PlaceCode や PlaceName を参照できま

す。なお、サービス側が返す戻り値は PlaceInfo 型のオブジェクトですが、JavaScript ではカスタムオ

ブジェクトの型情報を扱わないので、JSON 形式の文字列にも、「PlaceInfo」という型情報は含んで

いません。 

[14]の場合は、変数 result の部分が「["市内埠頭","東島","南島"]」という JSON 形式で表現された

配列なので、これを逆シリゕル化したデータは、[15]のループのように、配列として操作できます。 

[16]の場合は、変数 result 部分は、PlaceCode と PlaceName の 2 つメンバーからなるオブジェクト

の配列です（前述の表 1 参照）。その結果、[17]のようにループを使用して、配列として操作でき、[18]

や[19]のように、配列の要素ごと（placeInfos[i]）に、[18]や[19]のとおりメンバーを参照できます。 

 

・REST 対応サービスを呼び出すクライアントの動作確認 

ここで、実際に実行結果を確認してみましょう。4 つのメソッドは、同様の呼び出し手順なので、

特徴をいくつかピックゕップしてみます。 

 

1. ソリューション エクスプローラーのツリー上で、TestRESTPage1.htm を右クリックして、

［ブラウザーで表示］をクリックします。 

2. ブラウザーが開いたら、キャッシュされた以前のページを開いている可能性があるので、

［F5］キーを押して、新しいページをリロードします。 



 

 

3. ページ上の［GetPlaceInfoByCode］ボタンをクリックします。次図のように、<textarea>

に呼び出し結果が表示されることを確認します。 

 図 11. GetPlaceInfoByCode メソッドの呼び出し 

  

 

ページ上の<textarea>では、1 行目に PlaceInfo オブジェクトを表す JSON 形式の文字列がそのまま

表示されます。 

また、2 行目と 3 行目には、JavaScript を使用して 2 つのメンバーを個別に参照した値が表示されま

す。（例 6 の[12]と[13]で参照した結果が表示されます。） 

 

4. ページ上の［GetPlaceInfos］ボタンをクリックします。次図のように、<textarea>に呼び

出し結果が表示されるほか、左側のドロップダウンリストを展開すると、経路の一覧が表

示されることを確認します。 

 図 12. GetPlaceInfos メソッドの呼び出し 



 

 

  

 

ページの<textarea>には、PlaceInfo オブジェクトの配列を表す JSON 形式の文字列が表示されます。

この配列の各オブジェクトのメンバーである PlaceName の値は、ドロップダウンリストに表示されま

す。ドロップダウンリストの構築は、例 6 の[17]のループで行っています。 

 

5. ドロップダウンリストの「東島」という項目をクリックします。すると次のように、メッ

セージボックスには、選択した項目の表示文字列と、選択された値が表示されます。 

 図 13. ドロップダウンリストでの選択 

  

6. 確認が済んだら、［OK］ボタンをクリックしてメッセージボックスを閉じ、ブラウザーも

閉じておきます。 

 

2.3 基本的な構成要素の実装バリエーション 

この節では、前節までに作成した基本的なサービスやクラゕント、また、AWTS サンプル プログ

ラムを使用して、REST 対応サービスの基本的な構成要素に関して、そのバリエーションを紹介します。 

主な内容としては、REST 専用のヘルプページ、出力引数、そして、REST 専用のサービス ホストの

構成方法について取り上げます。 

 



 

 

・REST 専用のヘルプページ 

すでに第 1 部で触れたように、.NET Framework 4 では REST 専用のヘルプページを提供できるよう

になりました。ここでは、先に作成した REST 対応サービス（RouteService.svc）について、実際にヘ

ルプページを提供できるように構成してみましょう。 

AdwkWebApp プロジェクトの構成フゔルに記述された、RouteService.svc サービスのエンドポ

ント ビヘビゔを次のように修正してください（黄色い太字部分）。 

例 7. REST 専用のヘルプページの提供（抜粋） 

Web.config（AdwkWebApp プロジェクト） 

        <!-- 経路の基本情報サービスのエンドポント用に追加 --> 
        <behavior name="MyBehav2"> 
          <webHttp helpEnabled="true" /> 
        </behavior> 

必要な構成は、RouteService.svc サービスのエンドポントのビヘビゔに関して、<webHttp>要

素の helpEnabled 属性を true に設定するだけです。 

ここで、実際にヘルプページを表示してみましょう。 

 

1. ソリューション エクスプローラーのツリー上で、RouteService.svc を右クリックして、［ブ

ラウザーで表示］をクリックします。 

2. ブラウザーが開いたら、ゕドレスを次のように修正してゕクセスを試み、このサービスの

REST 専用のヘルプページを表示させます。 

http://localhost:8080/AdwkWebApp/RouteService.svc/help 

3. 次図のように、4 つのメソッドの説明の表が表示されることを確認します。 

 図 14. REST 専用のヘルプページ 

  

4. さらに詳細を表示するため、前図の表の 1行目にある GetPlaceInfoByCodeメソッドの［GET］

リンクをクリックします。 



 

 

5. すると、このメソッドの詳細説明が表示されるので、ページ内をスクロールして、応答メッ

セージの形式として、PlaceInfo オブジェクトの JSON 形式のデータ構造が記載されている

ことを確認します。 

 図 15. GetPlaceInfoByCode メソッドの詳細 

  

6. 確認が済んだら、ブラウザーを閉じておきます。 

註: ヘルプページも、再表示した際に、前回キャッシュしたものが表示されることがあります

（Internet Explorer 側のキャッシュ、または、ASP.NET 側の応答のキャッシュ）。サービスの構成

を変更して、再度ヘルプページを表示する際には、[F5]キーなどを押してページをリロードし、最

新のヘルプページを表示するようにしてください。 

 

・出力引数の利用 

次に、REST 対応サービスでの出力引数の実装方法と利用方法について確認します。 

AdwkWebApp プロジェクトにある既存の RBasicInfoService.svc サービスでは、次例のようにサービ

ス コントラクトのメソッドに出力引数を使用しています。 

例 8. 出力引数を使用したサービス コントラクトのメソッド 

IBasicInfo.cs（AdwkWebApp プロジェクト） 

    // 予約管理の基本情報を返すサービスンターフェス 
    [ServiceContract(Namespace="http://adwk.webapp.reservation")] 
    public interface IBasicInfo 
    { 
        // 場所(出発地、到着地)、クラス(一等、二等)の基本情報を取得する 
        // カスタム型の配列を返す 
        [OperationContract] 
        [WebGet(BodyStyle=WebMessageBodyStyle.Wrapped,  //←[1] 
                ResponseFormat=WebMessageFormat.Json)] 
        bool GetBasicRouteInfo(    //←[2] 
            out PlaceInfo[] places, out LevelInfo[] levels);  //←[3] 
    } 



 

 

[2]の GetBasicRouteInfo メソッドでは、応答として返すデータとして、bool 型の戻り値のほか、[3]

のように、PlaceInfo 配列と LevelInfo 配列を出力引数として返しています。つまり、応答メッセージ

には、3 種類のデータがまとめられて（ラップされて）返されます。 

一つ注意する点としては、このような場合に REST では、[1]に示すとおり、WebGet 属性の BodyStyle

プロパテゖに対して「WebMessageBodyStyle.Wrapped」と指定して、応答メッセージがラップされる

ことを指定する必要があります。 

このコントラクトによって、実際のデータは次のように返されます。（分かりやすくなるよう、改

行とンデントを追加しています。） 

例 9. 戻り値と 2 つの出力引数を持つ応答 

{ 
  "GetBasicRouteInfoResult":true,    ←[1] 
  "places":[{"PlaceCode":"CTWH","PlaceName":"市内埠頭"},    ←[2] 
             {"PlaceCode":"ELND","PlaceName":"東島"}, 
             {"PlaceCode":"SLND","PlaceName":"南島"}], 
  "levels":[{"LevelCode":"1","LevelName":"一等"},    ←[3] 
             {"LevelCode":"2","LevelName":"二等"}] 
} 

上記の[1]のように、戻り値は「メソッド名」+「Result」という名前のデータ（ここでは

GetBasicRouteInfoResult という名前のデータ）となります。また、[2]や[3]のように、出力引数にはそ

れぞれ元の引数の名前（ここでは places および levels）が付きます。これらの 3 種類のデータは、1

つのオブジェクトとしてまとめられ、それぞれメンバーとして参照することができます。 

他の部分の実装については、今まで説明したものと同じです。 

次に、前節で作成した TestRESTPage1.htm の中に、この出力引数を伴うサービスを呼び出すスクリ

プトを追加してみましょう。次の例のように、button5_Click 関数の中にコードを追加してください。 

例 10. 出力引数を伴うサービスの呼び出し 

TestRESTPage1.htm（AdwkWebApp プロジェクト） 

        function button5_Click() { 
            var select1 = document.getElementById("Select1"); 
            var select2 = document.getElementById("Select2"); 
            for (i = select1.options.length; i >= 1; i--) { 
                select1.options.remove(i); 
            } 
            for (i = select2.options.length; i >= 1; i--) { 
                select2.options.remove(i); 
            } 
            // 
            var xmlHttp = new XMLHttpRequest();   //←[1] 
            var url = "/AdwkWebApp/RBasicInfoService.svc/GetBasicRouteInfo"; 
            xmlHttp.open("GET", url, false); 
            xmlHttp.send(); 
            var result = xmlHttp.responseText;    //←[2] 
            // 
            eval("var basicInfos =" + result + ";"); //←[3] 
            //var basicInfos = JSON.parse(result); 
            var retVal = basicInfos.GetBasicRouteInfoResult;  //←[4] 
            var places = basicInfos.places;  //←[5] 
            var levels = basicInfos.levels;  //←[6] 
            var placeNamesList = ""; 



 

 

            var levelNamesList = ""; 
            for (i = 0; i < places.length; i++) {  //←[7] 
                placeNamesList += (places[i].PlaceName + " "); 
                var option = document.createElement("option"); 
                option.text = places[i].PlaceName; 
                option.value = places[i].PlaceCode; 
                select1.options.add(option); 
            } 
            for (i = 0; i < levels.length; i++) {  //←[8] 
                levelNamesList += (levels[i].LevelName + " "); 
                var option = document.createElement("option"); 
                option.text = levels[i].LevelName; 
                option.value = levels[i].LevelCode; 
                select2.options.add(option); 
            } 
            // 
            writeLog(result, true); 
            writeLog("----", false); 
            writeLog(retVal, false); 
            writeLog(placeNamesList, false); 
            writeLog(levelNamesList, false); 
        } 

[1]から[2]までの 5 行に記述された、XMLHttpRequest を用いた呼び出し手順は、今まで説明したも

のと同様です。 

[3]では、応答（変数 result）を逆シリゕル化して、変数 basicInfos に代入しています。この変数は、

戻り値と 2 つの出力引数をメンバーとして持つ 1 つのオブジェクトであり、[4]から[6]のように、それ

ぞれをメンバーとして参照することで、戻り値（GetBasicRouteInfoResult）や引数（places および levels）

を個別に参照できます。 

また、配列 places（場所情報）と配列 levels（乗船クラス情報）については、それぞれ、[7]と[8]の

ループを使用して、ドロップダウンリストの一覧に表示しています。 

ここで実行して、動作を確認してみましょう。 

 

1. ソリューション エクスプローラーのツリー上で、TestRESTPage1.htm を右クリックして、

［ブラウザーで表示］をクリックします。 

2. ブラウザーが開いたら、キャッシュされた以前のページを開いている可能性があるので、

［F5］キーを押して、新しいページをリロードします。 

3. ページ上の［GetBasicRouteInfo］ボタンをクリックします。次図のように、<textarea>に

呼び出し結果が表示されることを確認します。また、2 つのドロップダウンリストでは、

左側のリストに場所の一覧が表示され、右側のリストには、乗船クラスの一覧が表示され

ることを確認します。 



 

 

 図 16. 戻り値と出力引数を返すサービスの呼び出し 

  

4. 確認が済んだら、ブラウザーを閉じておきます。 

 

・REST 対応サービス向けのサービスホストの使用 

第 2 部では、サービスのホスト環境を独自に構築する際に、ServiceHost クラスを使用しました。

ASP.NET Webサトでホステゖングする際も、既定ではServiceHostクラスが内部的に使用されます。 

ServiceHost クラスには、その派生クラスとして WebServiceHost クラスがあります。このクラスは、

REST 向けに予め構成されたホスト環境であり、このホスト環境を利用すれば、既定で REST 対応サー

ビスの構成ができるので、構成フゔルの記述を簡素化できます。 

ASP.NET Web サトのホステゖング環境でも、WebServiceHost クラスを使用するように構成する

ことができます。そのためには、ホストテゖング環境を構築するためのフゔクトリとして、

WebServiceHostFactory クラスを使用するように構成します。このフゔクトリの指定は、.svc フゔル

の中で行うことができます。 

それでは実際に、RouteService.svc サービスに関して、WebServiceHostFactory を使用するため、こ

のフゔルを直接開いて編集しましょう。ソリューション エクスプローラーから RouteService.svc

フゔルをダブルクリックすると、紐付いた RouteService.svc.csが開いてしまいます。RouteService.svc

を直接編集するには、以下の手順のように、明示的にエデゖターを指定して開きます。 

 

1. ソリューション エクスプローラーのツリー上で、RouteService.svc を右クリックして、

［フゔルを開くゕプリケーションの選択］をクリックします。 

2. ［フゔルを開くゕプリケーションの選択］ダゕログボックスが表示されたら、一覧か

ら「エンコード付き Web サービス エデゖター」を選択して、［OK］をクリックします。 

3. RouteService.svc フゔルが直接エデゖターで開くので、次例のように、フゔクトリとし

て WebServiceHostFactory を使用する記述を追加します。（黄色い太字部分） 



 

 

例 11. ファクトリとして WebServiceHostFactory を使用 

RouteService.svc（AdwkWebApp プロジェクト） 

<%@ ServiceHost Language="C#" Debug="true" Service="Adwk.WebApp.RouteService" 
    CodeBehind="RouteService.svc.cs"  
    Factory="System.ServiceModel.Activation.WebServiceHostFactory" %> 

 

このフゔクトリを使用することで、REST 対応の構成が行われます。特に .NET Framework 4 では、

構成フゔル内の<service>要素ブロックを省略することで、既定のエンドポントが適用され、その

際にも REST 対応のエンドポントが構成されます。 

ただし、既定で構成されるエンドポントでは、REST 専用のヘルプページは有効になっていません。

この既定で適用されるエンドポントは、「標準エンドポント」と呼ばれており、標準エンドポ

ント単位で、ヘルプページを有効にするなどの調整を行うことができます。標準エンドポント

も .NET Framework 4 からの新機能です。これらをふまえ、構成フゔルを次のように修正しましょ

う。（黄色い太字部分） 

例 12. 標準エンドポイントを生かした構成 

Web.config（AdwkWebApp プロジェクト） 

   <services> 
 
    （略） 
 
      <!-- このWebサトの基本情報を返すサービス --> 
      <service name="Adwk.WebApp.WebBasicInfoService" 
               behaviorConfiguration="MyBehaviors"> 
        <endpoint contract="Adwk.WebApp.IWebBasicInfo" 
                  binding="webHttpBinding" 
                  address="" behaviorConfiguration="MyBehav"/> 
      </service> 
      <!-- 経路の基本情報を返すサービス --> 
      <!--  ←[1] 
      <service name="Adwk.WebApp.RouteService"> 
        <endpoint contract="Adwk.WebApp.IRouteService" 
                  binding="webHttpBinding" 
                  address="" behaviorConfiguration="MyBehav2"/> 
      </service> 
      -->   ←[2] 
    </services> 
     
    <behaviors> 
      <endpointBehaviors> 
        <behavior name="MyBehav"> 
          <webHttp helpEnabled="true" /> 
        </behavior> 
        <!-- 経路の基本情報サービスのエンドポント用に追加 --> 
        <!--    ←[3] 
        <behavior name="MyBehav2"> 
          <webHttp helpEnabled="true" /> 
        </behavior> 
        -->    ←[4] 
      </endpointBehaviors> 
 
    （略） 
    </behaviors> 



 

 

 
    <!-- 標準エンドポイントの定義 --> 
    <standardEndpoints>    ←[5] 
      <webHttpEndpoint>    ←[6] 
        <standardEndpoint name="" helpEnabled="true"/>  ←[7] 
      </webHttpEndpoint> 
    </standardEndpoints> 
 
  </system.serviceModel> 

RouteService.svc 用の<service>要素は、もう不要になったので、[1]から[2]までのように、この部分

をコメントゕウトします。また、エンドポント ビヘビゖゕの定義も不要になったので、[3]から[4]

までのように、この部分をコメントゕウトします。 

REST 対応のエンドポントを公開するだけなら、これで十分です。 

ここでは、標準エンドポント単位でヘルプページを有効にするので、まず[5]のように、

<standardEndpoints>要素ブロックを用意します。[6]の<webHttpEndpoint>要素ブロックは、

webHttpBinding を用いた標準エンドポントの詳細を定義する部分であり、WebServiceHost クラス

では、この標準エンドポントが使用されるようになっています。ここでは[7]のように、helpEnable

属性を true に設定し、ヘルプページを有効にしています。 

仮に、これ以降に WebServiceHostFactory を使用したサービスを、この Web サトに追加した場合

も、これらの構成は適用されるので、改めて構成フゔルに記述を追加する必要がなくなります。 

これで完成です。 

RouteService.svc に関する実行結果は、今までと同様です。（ただし、WebServiceHostFactory を使

用したことで、標準のヘルプページを既定で提供しなくなるので、.svc フゔルに直接ゕクセスした

際のヘルプページの表示が、今まで異なります。もちろん、/help でゕクセスする REST 専用のヘルプ

ページは表示できます。） 

なお、改めてサービスの動作を確認する場合は、以前のキャッシュされたデータが表示される場合

があるので、Web ページをリロードして、最新の Web ページのコンテンツを表示するようにしてく

ださい。 

註: ASP.NET では、Web ページの応答がキャッシュされるだけでなく、今回の HTTP GET でゕクセ

スを試みたサービス呼び出しでも、JSON 形式の応答をキャッシュしています。ゕクセスの都度、

最新の情報を応答として返すようにする制御の例は、第 3 章の中で取り上げています。 

 

 

  



 

 

 

 

第 3 章 サービス側の様々な実装 

この章では、WCF サービスを強化する様々な機能の中で、特に REST に関連する主な実装方法を取

り上げます。すでに第 2 部の第 3 章では、全般的な WCF サービスを強化する実装方法について取り上

げましたので、ここでは REST に関する差分を扱うことになります。 

最初に、REST 対応サービスの全般的な特徴と注意点を述べたのち、各論として特徴的な実装方法に

ついて、いくつか取り上げていきます。 

ここでも AWTS サンプルプログラムを題材にして、サンプルで利用されている各種実装方法につい

て確認していきます。必要に応じて、サンプルのソースコードも参照してみてください。 

なお、サービスで扱うデータの種類やその操作方法については、クラゕントとのやり取りが関係

するので、第 4 章「クラゕント側の様々な実装とデータ操作」で取り上げます。 

 

3.1 REST での固有実装オーバービュー 

一般に REST では、HTTP プロトコルや比較的簡単な JSON などのデータを利用することで、クラ

ゕントの実装を軽量にすることができ、環境の制約が少ない分、相互運用性にも優れています。ただ

し、トレードオフとして、SOAP メッセージを使用しないことから、メッセージレベルの機能に一部

制約があります。 

註: 厳密にいえば、WCF において REST を提供する WCF Web HTTP プログラミング モデルの場合

は、第 1 部でも触れたように、JSON だけでなく、XML など複数の形態のデータをサポートして

います。この点も含め、以下のゕドレスに概説と詳細のリンクが照会されています。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb412172.aspx 

WCF Web HTTP プログラミング モデルの概要 

また、WCF Web HTTP プログラミングにおいてデータ形式を調整する方法については、以下のゕ

ドレスも参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee476510.aspx WCF Web HTTP 形式 

たとえば、メッセージレベルの暗号化や署名は利用できず、REST で用いる webHttpBinding でも、

メッセージレベルのセキュリテゖを指定することはできません。しかし、HTTPS を利用してトランス

ポートレベルでの暗号化や署名を利用できるので、一般的な Web ゕプリケーションレベルのセキュリ

テゖを実現できます。この典型的な方法の一つとしては、IIS 上で SSL を使用してホステゖングする方

法が挙げられます。 

註: IIS で SSL を実装する方法については、以下のゕドレスを参照してください。 

http://support.microsoft.com/kb/299875 IIS で SSL を実装する方法 

セッションについても webHttpBinding 自体は提供しませんが、ASP.NET Web サト上で、ASP.NET

互換モードを使用することで、ASP.NET のセッションを流用することができます。具体的なセッショ

ンの利用例と注意点については、「3.2 セッションとンスタンス」で取り上げます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb412172.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee476510.aspx
http://support.microsoft.com/kb/299875


 

 

また、HTTP をベースにした REST では、HTTP GET だけでなく、データ操作の文脈に応じて、HTTP 

POST（挿入）、HTTP PUT（修正）、また、HTTP DELETE（削除）など、異なるメソッド（verb）を指

定して使い分けることもできます。このとき、サービスに渡すべきデータとしてクエリ文字列を使用

するだけでなく、要求メッセージの本体（ペロード）に、サービスへ渡すべきデータを含めること

もできます。これらの実装方法については、改めて「3.3 サービス操作のバリエーション」で扱いま

す。 

このほか、ASP.NET Web サトを REST のホステゖング環境として利用する場合、HTTP GET によっ

てサービスを呼び出すと、ASP.NET では応答がキャッシュされるので注意する必要があります。この

点についつては「3.4 キャッシュサポート」で取り上げます。 

さらに、REST ベースのやり取りでは、エラー発生時に「SOAP エラーメッセージ」（SOAP Fault 

Message）のような、エラー専用のメッセージを一般的には使用せず、エラーを伝達する 1 つの方法

として、HTTP のステータスコードとして返す方法があります。「3.5 WCF Web HTTP エラー処理」で

は、サービス側の実装から、特定のステータスコードを返す方法について説明します。 

 

3.2 セッションとインスタンス 

前節で触れたように、REST で使用されるバンデゖングである webHttpBinding では、それ自身に

セッションをサポートする機能がありません。たとえば、仮にサービス コントラクトにセッションを

必須とする属性を定義した場合（黄色い太字部分）、このコントラクトを実装したサービスに

webHttpBinding を使用すると、実行時エラーになります。（以下の例 13 と例 14 は入力する必要はあ

りません。実際のサンプルは、この通りではありません。） 

例 13. 参考:セッションの使用を必須とするサービス コントラクトの定義（抜粋） 

IResrvationService.cs（AdwkWebApp プロジェクト/member フォルダー） 

    // 予約管理サービス 
    // (予定照会、予約、予約照会、予約削除) 
    [ServiceContract( 
        Namespace = "http://adwk.webapp.reservation", 
        SessionMode=SessionMode.Required)] 
    public interface IReservation 
    { 
 
        （略） 
 
    } 

また、バンデゖングがセッションをサポートしていないため、仮に次のように、サービスクラス

に対してセッション単位にンスタンスを維持するように指定しても（黄色い太字部分）、

webHttpBinding を使用した場合には、実際にセッション単位でンスタンスが確保されるわけではな

く、呼び出しごとに、その都度ンスタンスが作成されます。 

例 14. 参考:セッション単位にインスタンスを確保させるサービスクラスでの指定（抜粋） 

ResrvationService.svc.cs（AdwkWebApp プロジェクト/member フォルダー） 

    [AspNetCompatibilityRequirements( 
        RequirementsMode = AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)] 
    [ServiceBehavior(InstanceContextMode=InstanceContextMode.PerSession)] 
    public class ReservationService : IReservation 
    { 



 

 

 
    （略） 
 
    } 

このため、セッションごとのステートを維持するためには、単純にサービスクラスのメンバー変数

を利用することができません。しかし、ASP.NET 互換モードを使用することで、ASP.NET のセッショ

ン変数をセッション単位のステートの退避場所として利用することができます。 

AWTS サンプルプログラムでは、次図のように、フェリーの予約確認と取り消しのページでの操作

において、セッション変数を利用しています。 

 図 17. 予約確認と取り消し 

  

 

註: 上記 Web ページの具体的な操作方法については、「AWTS サンプル セットゕップガド」の

「顧客向け Web サト」の項を参照してください。 

 

上記の Web ページ（members フォルダーの ReservationConfirm.aspx）では、予約データの操作に

関して、非接続型ゕプローチを使用しています。つまり、データベースから予約データを照会して

キャッシュし、非接続の状態にした後で Web ページに表示し、ユーザーが Web ページから予約の削

除操作を行うと、キャッシュしたデータに対して削除操作を行い、そして、最終的にキャッシュデー

タに行った操作を、データベースに反映されます。この流れを実現するためには、データの照会から

削除までの一連の工程において、キャッシュしたデータを維持する必要があるので、ここでは、この

キャッシュデータをセッション単位のステート（セッション変数）として保持しています。 

この点を実際の実装に当てはめると、次図のようになります。 



 

 

図 18. 予約確認と削除におけるセッションでの管理 

 

予約確認と削除の Web ページが、図中左の Web ブラウザーにダウンロードされたのち、①のよう

に、この Web ページでは JavaScript を使用して、②の WCF サービスのメソッドを呼び出し、予約の

照会や削除操作を行います。それらの一連のデータ操作では、④の AdwkRLogic プロジェクトに含ま

れる BLComp3 クラスのンスタンスを使用します。この BLComp3 クラスでは、⑤に示すように、デー

タをキャッシュする ObjectContext をメンバーとして保持しています。つまり、BLComp3 クラスの

ンスタンスを維持すれば、その内部に ObjectContext も維持することができます。 

よって、キャッシュしたデータ（ObjectContext）をセッション単位で維持するためには、②のサー

ビス内部において、セッションのラフタムを通じて、BLComp3 ンスタンスを保持する必要があ

ります。このために、③に示すように、セッション変数を使用して、BLComp3 ンスタンスを参照す

るようにします。 

すでに触れたように、webHttpBinding を用いた REST 対応のサービス クラスのンスタンスは、

セッション単位で維持することができず、サービスの呼び出しの都度、新しいンスタンスが作成さ

れます。つまり、図中の②の ReservationService クラス ンスタンスは、呼び出しの都度、新しく作

成されます。 

しかし、③のようにセッション変数で BLComp3 ンスタンスを参照しておけば、セッション変数

がタムゕウトなどによって無効になるまでの間、BLComp3 ンスタンスは持続することができます。 

ここで、このための実装コードを確認しておきましよう。ReservationService クラスのメソッドのう

ち、予約照会および予約削除のメソッドは、次のように実装されています。（一部の長い行では、途

中で改行しています。） 

例 15. セッションを併用する予約照会と予約削除（抜粋） 

ResrvationService.svc.cs（AdwkWebApp プロジェクト/member フォルダー） 

[AspNetCompatibilityRequirements( 
    RequirementsMode = AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)] 

Web ブラウザー ASP.NET / IIS

A C

AdwkWepAppプロジェクト

ReservationConfirm.aspx ReservationService クラス

照会

削除

（JavaScriptから
呼び出し）

（ダウンロード）

（WCFサービス）

セッション変数

AdwkRLogicプロジェクト

BLComp3 クラス

ObjectContext
エンテゖテゖ
ンスタンス

照会された
予約データを保持

BLComp3は
ステートフルな
コンポーネント

BLComp3
ンスタンス

参照

セッション変数から
参照することで
セッション単位に維持

① ②

③

④

⑤



 

 

public class ReservationService : IReservation 
{ 
 
    （略） 
 
    // Webからの予約確認 
    //   (Webにログンしているユーザーに関して予約データを検索) 
    //   (予約が見つからない場合はnullを返す) 
    ReservationBasicInfo IReservation.QueryReservation1ByRCode(    //←[1] 
        string reservationCode) 
    { 
        // HTTP GET の際に、ASP.NETキャッシュを使用させないため 
        HttpContext.Current.Response.Cache.SetCacheability( 
            HttpCacheability.NoCache); 
 
        try 
        { 
            // ASP.NETレベルのセッションが保持するユーザー情報を取得 
            HttpContext context1 = HttpContext.Current;    //←[2] 
            MemberInfo minfo = (MemberInfo)context1.Session[SVars.MemberInfo]; 
 
            // コンポーネントがなければ作成(セッション単位で維持) 
            BLComp3 comp3 = context1.Session[SVars.BLComp3] as BLComp3;  //←[3] 
            if (comp3 == null)  //←[4] 
            { 
                comp3 = new BLComp3();  //←[5] 
                context1.Session[SVars.BLComp3] = comp3;  //←[6] 
            } 
 
    （略） 
 
    } 
 
    // Webからの削除 
    // (セッションを維持し、QueryReservation1ByRCodeで予約照会したデータを 
    //  維持していることが前提) 
    string IReservation.DeleteReservationByRCode(string reservationCode)  //←[7] 
    { 
        const string formatSuccess = "予約番号 {0} のデータを削除しました。"; 
        const string formatOptiErr = "他から乗船手続きが行われたので削除できません。"; 
 
        // ASP.NETレベルのセッションが保持するユーザー情報を取得 
        HttpContext context1 = HttpContext.Current;  //←[8] 
 
        try 
        { 
            // コンポーネントを取得(セッション単位で維持) 
            BLComp3 comp3 = context1.Session[SVars.BLComp3] as BLComp3;  //←[9] 
            if (comp3 == null)  //←[10] 
            { 
                // セッション変数の中に、参照で使用したBLComp3が 
                // 見つからない場合は、タムゕウトとして例外にする 
                throw new WebFaultException( 
                    System.Net.HttpStatusCode.InternalServerError); 
            } 
 
        （略） 
 



 

 

[1]の QueryReservation1ByCode メソッドが、予約を参照する際に呼び出されるメソッドであり、一

方で、[7]の DeleteReservationByRCode メソッドが、予約を削除する際に呼び出されるメソッドです。 

ここで重要な点は、[2]や[3]などのセッション変数を利用している箇所です。 

[1]の予約を照会するメソッドの内では、[2]のところで、HttpContext.Current プロパテゖを参照する

ことによって、現在の状況を表す HttpContext オブジェクトを取得しています。このオブジェクトは、

ASP.NET の実行状況に関する様々な情報を表すオブジェクトであり、WCF サービスが ASP.NET Web

ゕプリケーションと連携する上で重要なオブジェクトです。この[2]では、後からこのオブジェクトを

利用できるようにするため、変数 context1 に参照を代入しています。 

また、[3]のように、この HttpContext オブジェクト（context1）の Session プロパテゖを参照する

ことで、特定のセッション変数を参照できます。この Session プロパテゖはコレクションであり、

ンデックスに名前を指定することで、特定のセッション変数を参照できます。ここでは、ンデック

スとして、サンプルで定義済みの定数 SVars.BLComp3 を指定して、BLComp3 ンスタンスを参照す

るセッション変数を取得し、すでにこのセッション内に BLComp3 ンスタンスがないか確認してい

ます。BLComp3 ンスタンスが未作成であれば、変数 comp3 には null が代入されます。 

そして、[4]の if 文で、ンスタンスが未作成であるか（null であるか）調べ、未作成である場合に

は、[5]で BLComp3 ンスタンスを作成したのち、[6]で BLComp3 ンスタンスの参照を、セッショ

ン変数に退避しています。 

そのあとは、BLComp3 ンスタンスを使用して、予約データを照会し、クラゕントに返します。 

クラゕント側では、受け取った予約データを表示します。そして、ユーザーが必要に応じて、予

約の削除処理を呼び出します。その際には、クラゕント側に表示されていた予約データの予約番号

を引数として、サービス側に渡します。 

註: クラゕント側の実装については、サービス側のセッション管理に直接関係するコードはない

ので、ここでは省略します。ただし、このクラゕントの実装コードは、次節の「3.3 サービス操

作のバリエーション」や第 4 章の中の「4.5 オプテゖミステゖック同時実行制御」で取り上げます。 

[7]の予約削除のメソッドが呼び出されると、このメソッドの内部でも、セッション変数を参照する

必要があるので、[8]のように HttpContext.Current プロパテゖを参照して、HttpContext オブジェクト

を取得します。そして、[9]では HttpContext オブジェクト（変数 context1）の Session プロパテゖを

介して、セッション変数に退避された BLComp3 ンスタンスの参照を取得します。タムゕウトな

どによって該当するセッション変数が見つからない場合は、null が取得されるので、[10]では null で

あるかチェックしています。null であれば例外を発生させ、そうでなれば、取得した BLComp3 ンス

タンスの参照を用いて、予約の削除を行います。 

これで、一つのセッション内で、複数のメソッドをまたいで、同一のオブジェクトを使用する手順

が確認できました。 

 

3.3 サービス操作のバリエーション 

この節では、HTTP POST や HTTP DELETE など、HTTP GET 以外の他のメソッド（verb）に対応した

サービスの実装方法について説明します。また、サービスとクラゕント間のやり取り方法ついても

触れるので、このサービスにゕクセスする際のクラゕントのコード例も、ここで取り上げます。 



 

 

AWTS サンプルプログラムでは、次図 19 の予約登録の際や、前節の図 17 の予約確認と取り消しの

際に、クラゕント側 Web ページ上の JavaScript から、REST 対応サービスを呼び出しています。 

図 19. 予約の登録 

 

改めて、この呼び出し部分に関わる構成をまとめると次図のようになります。図 20 左の①にある

Web ページが前述の図 19 にあたり、②の Web ページが図 17 にあたります。 

図 20. 予約の登録、紹介、および削除 

 

この図に示すように、①や②の Web ページからは、③の WCF サービスを呼び出す際に、予約デー

タの操作内容に応じて、HTTP GET、HTTP POST、HTTP DELETE など、HTTP のメソッドを使い分けて

います。 
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行おうと思えば、この図の 3つの呼び出しは、全てHTTP GETによって呼び出されるサービス メソッ

ドとして実装できなくもありません。しかし、データ操作の文脈に応じて、HTTP のメソッドを使い分

けることは、HTTP に定義されている本来のメソッドの使い方に沿っており、適切な使用方法であると

いえます。（HTTP GET を使ってデータを取得するとき、クラゕント側はサーバー側のデータが削除

されることを期待していないでしょう。） 

このあとは、この図の WCF サービスを題材にして、特定の HTTP のメソッドによって、サービスの

特定の機能を呼び出すように構成する方法や、呼び出す際のデータの受け渡しの注意点などのポン

トを確認します。 

註: ここでは、ASP.NET Web サトをホステゖング環境に使用していますが、以下のゕドレスに

は、自己ホストの環境で、HTTP GET（照会）、HTTP POST（挿入）、HTTP PUT（置き換え）、お

よび、HTTP DELETE（削除）を実装した WCF サービスのサンプルが紹介されています。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee662954.aspx 基本的なリソース サービス 

 

・コントラクトにおける HTTP のメソッドの指定 

まず、図 20 の③の ReservationService.svc サービスにおいて、HTTP のメソッドと WCF サービスの

特定のメソッドとを、どのように対応付けるか確認しましょう。この ReservationService.svc サービス

のサービス コントラクトは、次のように定義されています（実際のサンプルコードに記載されたコメ

ント行の一部を割愛しています）。 

例 16. HTTP のメソッドに対応付けるサービス コントラクト（抜粋） 

IResrvation.cs（AdwkWebApp プロジェクト/member フォルダー） 

// 予約管理サービス 
// (予定照会、予約、予約照会、予約削除) 
[ServiceContract(Namespace = "http://adwk.webapp.reservation")] 
public interface IReservation 
{ 
    // 運行予定の取得 
    [OperationContract] 
    [WebGet( 
        UriTemplate = "QuerySchedule?date={thisDate}&" + 
                      "dept={deptCode}&arrv={arrvCode}&" + 
                      "level={levelCode}", 
        ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)] 
    ScheduleBasicInfo[] QuerySchedule( 
        DateTime thisDate, string deptCode, string arrvCode, string levelCode); 
 
    // 予約処理 
    [OperationContract] 
    [WebInvoke(             //←[1] 
        Method="POST",      //←[2] 
        UriTemplate="Reservations",    //←[3] 
        RequestFormat = WebMessageFormat.Json,    //←[4] 
        ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)]  //←[5] 
    string ReserveByWeb(ReservationRuqestInfo reqInfo);  //←[6] 
 
    // 予約の照会(ReservationBasicInfoとして返すバージョン) 
    [OperationContract] 
    [WebGet( //←[7] 
        UriTemplate = "Reservations?rcode={reservationCode}",  //←[8] 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee662954.aspx


 

 

        ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)] 
    ReservationBasicInfo QueryReservation1ByRCode(string reservationCode); //←[9] 
 
    // 予約の削除 
    [OperationContract] 
    [WebInvoke(            //←[10] 
        Method="DELETE",  //←[11] 
        UriTemplate="Reservations?rcode={reservationCode}",  //←[12] 
        ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)] 
    string DeleteReservationByRCode(string reservationCode);  //←[13] 
 
    // (テスト用メソッド)サービスンスタンスのハッシュ値を調べる 
    [OperationContract] 
    [WebGet( 
        UriTemplate = "GetInstanceHashCode", 
        ResponseFormat = WebMessageFormat.Json)] 
    int GetInstanceHashCode(); 
} 

このコントラクトでは、1 件の予約データについて、登録、照会、および削除の操作を行うメソッ

ドとして、それぞれ、[6]の ReserveByWeb メソッド、[9]の QueryReservation1ByRCode メソッド、お

よび[13]の DeleteReservationByRCode メソッドの 3 つが定義されています。 

この 3 つのメソッドでは、そのデータ操作の意味合いの違いに応じて、それぞれ、HTTP POST、HTTP 

GET、および HTTP DELETE によって呼び出されるように定義されています。 

すでに説明したように、WebGet 属性を付けたメソッドは、HTTP GET を使用して呼び出すことがで

きるので、ここでも[9]の QueryReservation1ByRCode メソッドについては、[7]のように WebGet 属性

が付いています。 

このサンプルでの新しい点は、[1]と[10]の WebInvoke 属性です。この WebInvoke 属性では、[2]や

[11]の Method プロパテゖのように、明示的に HTTP のメソッドを指定することができます。[2]では、

"POST" を指定しているので、[6]の ReserveByWeb メソッドは、HTTP POST によって呼び出されます。

一方、[11]では、"DELETE" を指定しているので、HTTP DELETE によって呼び出されます。他の HTTP

のメソッドも同様の方法で指定できます。 

また、WebInvoke 属性にも、WebGet 属性と同様に、UriTemplate やデータのシリゕル化形式を指

定できます。 

一つ留意すべき点は、ここで取り上げている 3 つのサービス メソッドの URI が、クエリ文字列の部

分を除いて同じになっている点です。たとえば、[3]、[8]、および[12]のどの UriTemplate プロパテゖ

の指定でも、クエリ文字列の部分を除いて、どれも次のように同一であり、それぞれの相対的な URI

は、順に次のようになっています。 

 /Reservations （HTTP POST で使用） 

 /Reservations?rcode={reservationCode} （HTTP GET で使用） 

 /Reservations?rcode={reservationCode} （HTTP DELETE で使用） 

 

 

たしかに、このような URI に統一しなくとも、予約データへの操作を実現することは可能であり、

たとえば、[13]の DeleteReservationByRCode メソッドを呼び出すときの相対的な URI が、



 

 

「DeleteReservationByRCode?rcode={reservationCode}」でも、行いたいことは実現できます。しかし、

HTTP DELETE メソッドには、もともと削除の意味合いがあるので、URI 自体に

「DeleteReservationByRCode」というように、削除（delete）の意味を持たせる名前にすることは冗

長性があります。 

上記の例のように、すべての 3 つのサービス メソッドに関して、予約データを操作するという観点

から URI を「Reservations」に統一し、HTTP のメソッド（GET や POST、DELETE など）の違いに応じ

て、予約データへの操作内容が異なるという実装のほうが、冗長性もなく、HTTP のメソッドの本来の

意味も生かされ、適切であるといえます。 

次に、ここで新しく登場した HTTP POST と HTTP DELETE の実装について個別に見ていきましょう。 

 

・HTTP POST での HTTP 要求メッセージ本体（ペイロード）の投函 

すでに触れたように、例 16 の[1]の WebInvoke 属性では、HTTP 属性を使用するように定義してい

ます。ここでは、HTTP POST の要求時にデータを渡すとき、クエリ文字列ではなく、HTTP 要求のメッ

セージ本体を投函して、サービスの ReserveByWeb メソッドに引数として渡すようにしています。 

その際に、メッセージ本体は JSON 形式の文字列を使用し、サービス側が受け取る際に逆シリゕル

化できるようにするため、ここでは例 16 の[4]のように、RequestFormat プロパテゖに JSON 形式であ

る点を指定しています。 

また、要求メッセージ本体は[6]の引数として受け取ることができます。ここでは、要求メッセージ

本体が逆シリゕル化され、ReservationRequestInfo 型の引数 reqInfo として渡ってきます。 

この例では、HTTP POST を使用していますが、HTTP PUT など、他のメソッドで要求メッセージ本

体をクラゕントからサービスへ渡す場合、同じ方法で引数として受け取ることができます。 

註: 例 16 の[6]では、要求データ本体のみ引数として受け取っていますが、クエリ文字列も併用す

ることは可能です。たとえば、仮に[3]の UriTemplate が "Reservations?d={data}" であったならば、

[6]のメソッドは次のように定義でき、クエリ文字列も引数として受け取ることができます。 

 string ReserveByWeb(ReservationRuqestInfo reqInfo, string data); 

 または 

 string ReserveByWeb(string data, ReservationRuqestInfo reqInfo); 

なお、応答メッセージのシリゕル化は、すでに説明したとおりであり、[5]の ResponseFormat プロ

パテゖに指定しています。 

また、サービス メソッドの実装自体には、特別な指定は必要なく、このサービス コントラクトの

ンターフェスを実装すれば、HTTP POST の際に呼び出されます。このサービス メソッドの実装

は、members フォルダーの ReservationService.svc.cs に記述されています（例 17 参照）。 

例 17. HTTP POST で呼び出されるメソッドの実装（抜粋） 

ReservationService.svc.cs（AdwkWebApp プロジェクト/member フォルダー） 

[AspNetCompatibilityRequirements( 
    RequirementsMode = AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)] 
public class ReservationService : IReservation 
{ 
 
    （略） 
 



 

 

    // Webからの予約登録 
    string IReservation.ReserveByWeb(ReservationRuqestInfo reqInfo) 
    { 
 
        （略）引数reqInfoに基づく、予約の登録 
 
    } 

ここで、このサービスを呼び出す際の HTTP POST の利用方法を確認するため、クラゕント側の実

装を見てみましょう。クラゕント側の実装は JavaScript で記述されており、次例のようになってい

ます。 

例 18. HTTP POST を使用したサービスの呼び出し（抜粋） 

ReservationRegister.aspx（AdwkWebApp プロジェクト/member フォルダー） 

// 予約登録 
function postRegister() {  //←[1] 
    // UIの変数 
    var subTitle1 = document.getElementById("SubTitle1"); 
    var page1List = document.getElementById("Page1List"); 
    var page2Confirm = document.getElementById("Page2Confirm"); 
    var page3Done = document.getElementById("Page3Done"); 
    var doneMsg = document.getElementById("DoneMsg"); 
 
    // 予約データの構築 
    var rinfo = new Object();      //←[2] 
    rinfo.ScheduleCode = scheduleCode; 
    rinfo.LevelCode = levelCode; 
    rinfo.MemberCode = memberCode; 
    rinfo.LastName = lastName; 
    rinfo.FirstName = firstName;   //←[3] 
    var rinfoJson; 
    try { 
        rinfoJson = JSON.stringify(rinfo);  // JSON文字列化(IE8以降サポート) ←[3] 
    } 
    catch (ex) {  //←[4] 
        rinfoJson = '{"ScheduleCode":"' + scheduleCode + '",' +  //←[5] 
                     '"LevelCode":"' + levelCode + '",' + 
                     '"MemberCode":"' + memberCode + '",' + 
                     '"LastName":"' + lastName + '",' + 
                     '"FirstName":"' + firstName + '"}'; 
    } 
             
    // 予約データの投函 
    var xmlHttp = new XMLHttpRequest();  //←[6] 
    var url = "/AdwkWebApp/members/ReservationService.svc/Reservations";  //←[7] 
    xmlHttp.open("POST", url, false);    //←[8] 
    xmlHttp.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");  //←[9] 
    xmlHttp.setRequestHeader("Content-Length", rinfoJson.length);  //←[10] 
    xmlHttp.send(rinfoJson);  //←[11] 
    var result; 
    if (xmlHttp.status == 200) { 
        result = xmlHttp.responseText; // 戻り値は文字列 
    } else { 
        result = "恐れ入りますが、現在、予約手続きを進めることができません。<br />" + 
                 "のちほど、はじめからやり直してください。(" + 
                  xmlHttp.status + ", " + xmlHttp.statusText + ")"; 
    } 



 

 

    // 結果表示 
    doneMsg.innerHTML = eval(result); 
 
    //ぺージ表示切替 
    subTitle1.innerHTML = "予約登録の結果"; 
    page1List.style.display = "none"; 
    page2Confirm.style.display = "none"; 
    page3Done.style.display = "inline"; 
} 

この例に挙げた[1]の postRegister 関数は、「運行予定照会/予約」ページ（ReservationRegister.aspx）

において、予約登録を行う際に呼び出されます。 

[1]から[2]までは、JavaScript を使用して、投函用の予約データのオブジェクトを構築しています。

この例では、JSON 形式の文字列として投函する必要があるので、[3]のように、JSON.stringify メソッ

ドを使用して、JSON 形式にシリゕル化したのち、変数 rinfoJson に代入しています。 

ただし、JSON.stringify は比較的新しいメソッドなので、ここでは、例外発生時に対処するため、[4]

の catch ブロック内で、[5]から始まる数行のように、JSON 形式の文字列を構築するようにしました。 

HTTP POST を使用したサービスの呼び出しは、[6]から[11]の部分です。基本的な手順は今まで説明

したとおりです。 

[6]のように、XMLHttpRequest オブジェクトを作成したのち、[7]でゕクセスすべきゕドレスを準備

しています。 

そして、[8]の open メソッドでは、第 1 引数に"POST"を指定しています。 

要求メッセージの本体を送信したい場合は、[11]の送信時の send メソッドの引数として渡します。

ここでは、JSON 形式の予約データ（変数 rinfoJson）を渡しています。 

このようなメッセージ本体を送信する場合、HTTP 要求ヘッダーには、メッセージ（コンテンツ）の

タプ（種類）とサズ（長さ）を指定する必要があるので、[9]ではコンテンツの種類が JSON 形式

であることを指定し、[10]ではメッセージ（変数 rinfoJson）の長さを指定しています。 

これで、サービス側の例 17 の ReserveByWeb メソッドが呼び出され、メッセージ本体は引数に渡さ

れます。 

 

・HTTP DELETE の利用 

次に、削除（HTTP DELETE）に関して改めて確認しておきましょう。 

先述の例 16 の[13]の DeleteReservationByRCode メソッドでは、[10]の WebInvoke 属性において、

[11]の Method プロパテゖに "DELETE" と指定してあります。この指定のため、HTTP DELETE によっ

て呼び出されます。UriTemplate プロパテゖと ResponseFormat プロパテゖの指定は、今までと同様で

す。このメソッドでは、[12]の指定からクエリ文字列を引数として受け取り、また、応答メッセージ

は JSON 形式で返しています。 

また、サービス メソッドの実装自体には、ここでも特別な指定は必要なく、例 16 のサービス コン

トラクトのンターフェスを実装すれば、HTTP DELETE の際に呼び出されます。このメソッドの実

装は、members フォルダーの ReservationService.svc.cs に記述されています（例 19 参照）。 

例 19. HTTP DELETE で呼び出されるメソッドの実装（抜粋） 



 

 

ReservationService.svc.cs（AdwkWebApp プロジェクト/member フォルダー） 

[AspNetCompatibilityRequirements( 
    RequirementsMode = AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)] 
public class ReservationService : IReservation 
{ 
 
    （略） 
 
    // Webからの削除 
    string IReservation.DeleteReservationByRCode(string reservationCode) 
    { 
 
        （略）引数reservationCodeに基づく、予約の削除 
 
    } 

ここで、このサービスを呼び出す際の HTTP DELETE の利用方法を確認するため、クラゕント側の

実装を見てみましょう。クラゕント側の実装は JavaScript で記述されており、次のようになってい

ます。 

例 20. HTTP DELETE を使用したサービスの呼び出し（抜粋） 

ReservationConfirm.aspx（AdwkWebApp プロジェクト/member フォルダー） 

// 削除実行 
// (queryByCode関数でcurrentReservationCodeに 
//  予約番号が設定済みであることが前提) 
function deleteExecute() {  //←[1] 
    // UIの変数 
    var page1Header = document.getElementById("Page1Header"); 
    var page1List = document.getElementById("Page1List"); 
    var page1Footer = document.getElementById("Page1Footer"); 
    var page1FooterNext = document.getElementById("Page1FooterNext"); 
    var page3Done = document.getElementById("Page3Done"); 
    var doneMsg = document.getElementById("DoneMsg"); 
 
    // 削除すべき予約データの予約コードを指定して呼び出し 
    var xmlHttp = new XMLHttpRequest();  //←[2] 
    var url = "/AdwkWebApp/members/ReservationService.svc" + 
              "/Reservations?rcode=" + currentReservationCode; 
    xmlHttp.open("DELETE", url, false);  //←[3] 
    xmlHttp.send();  //←[4] 
    var result; 
    if (xmlHttp.status == 200) { 
        result = xmlHttp.responseText; // 戻り値は文字列 
    } else { 
        alert("恐れ入りますが、現在、削除手続きを進めることができません。" + 
              "のちほど、はじめからやり直してください。(" + 
                  xmlHttp.status + ", " + xmlHttp.statusText + ")"); 
        return; 
    } 
    // 結果表示 
    doneMsg.innerHTML = eval(result);  
 
    // ぺージ表示切替 
    page1Header.style.display = "none"; 
    page1List.style.display = "none"; 
    page1Footer.style.display = "none"; 
    page1FooterNext.style.display = "none"; 



 

 

    page3Done.style.display = "inline"; 
} 

この例20に挙げた[1]のdeleteExecute関数は、「予約確認/取り消し」ページ（ReservationConfirm.aspx）

において、予約削除を行う際に呼び出されます。 

HTTP DELETE を使用してサービスにゕクセスする部分は、[2]から[4]までの部分であり、その手順は

今まで説明したものと同様です。すなわち、XMLHttpRequest オブジェクトを作成し、ゕクセスすべ

きゕドレスとクエリ文字列を準備して、open メソッド、send メソッドの順に呼び出します。 

違う点は、[3]の open メソッドの第 1 引数に "DELETE" を指定する点だけです。 

これで、HTTP POST や HTTP DELETE など、HTTP のメソッドにおけるバリエーションについての確

認が済みました。 

 

3.4 キャッシュサポート 

ASP.NET Web サトをホステゖング環境にして、ASP.NET 互換モードを有効にすると、ASP.NET が

提供する応答メッセージをキャッシュする機能が利用できます。 

ASP.NET では、ブラウザー（クラゕント）が HTTP GET を使用して Web ページ（.aspx）を要求し

た場合、該当する Web ページの実装コードがサーバー側で実行され、その実行結果として作成された

コンテンツが、応答としてクラゕントに返されます。その際キャッシュ機能が有効になっていると、

応答コンテンツをサーバー側で一定時間キャッシュできます。そして、2 回目の同じ Web ページの要

求がブラウザーから送られて来た場合、Web ページのコードを実行せずに、キャッシュした応答を返

します。この機能は、サーバー側の負荷を軽減し、サーバーのスケーラビリテゖを向上させる点で役

立ちます。 

註: このキャッシュ機能の調整方法については、以下のゕドレスにも記載されています。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee230443.aspx  

WCF WEB HTTP サービスのキャッシュ サポート 

同じ恩恵を WCF サービスでも利用できます。ただし、クラゕントが WCF サービスのメソッドを

呼び出したときに、このキャッシュ機能によって応答が返される際は、対応するサービス メソッドが

呼び出されない点に注意する必要があります。 

逆に、クラゕントが HTTP GET を使用してサービスを呼び出す際に、毎回、必ずサービス メソッ

ドが呼び出されるようにして、最新情報をクラゕントに返したいのであれば、キャッシュ機能を無

効にする必要があります。 

AWTS サンプルプログラムでは、刻々と変化する予約情報に関して、最新情報を返すようにするた

め、いくつかのメソッドでは、キャッシュ機能を無効にするサンプルコードが記述されています。 

たとえば、ReservationService.svc サービスの運行予定を照会するメソッドや、予約データを照会す

るメソッドでは、次のように実装されています。 

例 21. クライアントからの要求時にキャッシュを使用しない方法例（抜粋） 

ReservationService.svc.cs（AdwkWebApp プロジェクト/member フォルダー） 

// 運行一覧の検索 
ScheduleBasicInfo[] IReservation.QuerySchedule( 
    DateTime thisDate, string deptCode, string arrvCode, string levelCode) 
{ 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ee230443.aspx


 

 

    // HTTP GET の際に、ASP.NETキャッシュを使用させないため 
    HttpContext.Current.Response.Cache.SetCacheability(  //←[1] 
        HttpCacheability.NoCache);  //←[2] 
 
    （略） 
 
} 
 
（略） 
 
// Webからの予約確認 
//   (Webにログンしているユーザーに関して予約データを検索) 
//   (予約が見つからない場合はnullを返す) 
ReservationBasicInfo IReservation.QueryReservation1ByRCode(string reservationCode) 
{ 
        // HTTP GET の際に、ASP.NETキャッシュを使用させないため 
        HttpContext.Current.Response.Cache.SetCacheability(    //←[3] 
            HttpCacheability.NoCache);  //←[4] 
 
    （略） 
 
} 

この例の[1]や[3]の HpptContext.Current プロパテゖは、すでに説明したように、ASP.NET 環境の様々

な情報にゕクセスするためのオブジェクトです。ここでは、Response.Cache.SetCacheability メソッド

を使用しています。 

この SetCacheability メソッドは、HTTP 1.1 に基づくキャッシュ制御を行う Cache-Control ヘッダー

の値を調整するもので、ここでは、[2]や[4]の引数の指定によって、"no-cache" が設定されます。 

この結果、クラゕントからの 2 回目以降の呼び出しの際には、キャッシュは利用されず、毎回、

WCF サービスの当該メソッドが呼び出されるようになります。これで、サービスにゕクセスする都度、

最新情報が取得できるようになります。 

註: [1]の SetCacheability メソッドを持つ Cache プロパテゖは、HttpCachePolicy クラスのオブジェ

クト ンスタンスです。この HttpCachePolicy クラスには、キャッシュを制御する様々なメソッ

ドが定義されています。詳しくは、以下のゕドレスを参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.web.httpcachepolicy.aspx HttpCachePolicy クラス 

参考までに、このサンプルでキャッシュの有無による動作の違いを確認する手順を以下に示してお

きます。余力があれば、行ってみてください。 

 

1. AdwkMService.sln ソリューションを開き、AdwkMService プロジェクトを実行します。 

2. AdwkWebApp.sln ソリューションを開き、AdwkWebApp プロジェクトを実行します。 

3. すると、ASP.NET 開発サーバーが起動し、ブラウザー上で Default.aspx が開きます。開い

た Web ページ上で、左のリンク一覧から［フェリーの予約］リンクをクリックします。 

4. ログン ページが表示されたら、ユーザー名は「0000100001」、パスワードは「password」

と入力してログンします。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.web.httpcachepolicy.aspx


 

 

5. 「フェリーの予約メニュー」が表示されたら、メニュー一覧の［運行予定照会/予約］ボタ

ンをクリックします。 

6. すると「運行予定照会/予約」ページが表示されるので、次図のように、出発地、到着地、

およびクラスに対して、順に「市内埠頭」、「東島」、「一等」を選択して、運行予定を

表示させます。表示された運行予定一覧の 1 行目の空席数を記憶しておきます。（実際の

空席数はサンプルの使用状況によって異なります。） 

 図 21. 運行予定一覧を表示 

  

 

上図の運行予定一覧の 4 行のデータは、ReservationService.svc サービスの QuerySchedule メソッド

（例 21 の前半のメソッド）を呼び出して取得したものです。この呼び出しでは、HTTP GET を使用し

ています。 

このあとは、予約の登録作業を行い、この空席数の変化を確認します。 

 

7. 運行予定一覧の先頭行（上図では空席数が 47 のもの）の右端にある［予約確認へ］ボタ

ンをクリックして、予約の登録作業を進めます。 

8. 次図のように、予約確認ページが表示されたら、下部の［予約］ボタンをクリックします。 

 図 22. 予約の確認 

空席の数を記憶する 

運行予定の条件を指定 



 

 

  

9. 予約登録の結果として、予約完了のメッセージ表示に切り替わったら、［予約指定画面へ

戻る］ボタンをクリックして、図 21 と同様の運行予定一覧のページへ戻ります。次図の

ように、空席が 1 つ減算されていることを確認します。 

 図 23. 運行予定一覧へ戻る 

  

 

このように最新の空席数が取得できたのは、このページを表示する際に、再び ReservationService.svc

サービスの QuerySchedule メソッド（例 21 の前半のメソッド）を呼び出して、最新情報を取得した

空席の数が 1 つ減る 



 

 

からです。その際には、応答キャッシュが使用されたのではなく、再度、サービス メソッドが実行さ

れて、予約後の空席数を取得できたからです。 

ここで、次のようにサンプルのキャッシュを無効にするコードをコメント化し、既定の状態に戻し

てキャッシュを有効化し、キャッシュの作用を確認してみましょう。 

 

10. ブラウザーを一旦終了します。 

11. ReservationService.svc サービスのキャッシュを有効にするため、例 21 の QuerySchedule

メソッドに含まれる[1]と[2]の記述をコメント化します。 

12. 前述の手順 1 から 9 を繰り返して、空席数の変化を確認します。今度は、手順 6 で記憶し

た運行予定の空席数は、予約が完了した手順 9 の段階でも、変化せずに同数であることを

確認します。 

 

今度の手順でも、サーバー側のデータベース上では、正しく空席数が減算しているはずです。しか

し、予約完了後に運行予定一覧を ReservationService.svc サービスから取得するとき、実際には

QuerySchedule メソッドは呼び出されず、キャッシュされた応答が返るので、以前の空席数のままに

なります。 

 

13. 確認が済んだら、ブラウザーを終了します。 

14. ReservationService.svc サービスのキャッシュを再び無効化するように戻すため、例 21 の

QuerySchedule メソッドに含まれる[1]と[2]の記述に関して、コメントを解除しておきます。 

 

3.5 WCF Web HTTP エラー処理 

一般に REST では、SOAP メッセージを使用しないので、サービス側で例外が発生した際にも、SOAP

エラー メッセージ（SOPA fault message）を使用しません。REST などで、サービス側の例外をクラ

ゕントが認識する典型的な方法の 1 つとしては、HTTP のステータス コードを使用する方法があり

ます。 

つまり、スタータス コードの値が 200（OK）か否かによって、サービスが正常終了したか否かを

判断するという方法です。 

この方法を使用するためには、もちろんサービス側では、例外発生の有無に応じて、適切なステー

タス コードを返す必要があります。 

WCF サービスにおいて、HTTP 応答での任意のステータス コードを返すには、WebFaultException

例外をスローします。この WebFaultException オブジェクトのコンストラクター引数には、ステータ

スコードを表す列挙型データを指定できます。 

たとえばReservationService.svcサービスでは、予約データの照会を行うQueryReservation1ByRCode

メソッドの中で、次のように WebFaultException 例外を使用しています。 

例 22. WebFaultException の使用（抜粋） 

ReservationService.svc.cs（AdwkWebApp プロジェクト/member フォルダー） 



 

 

// Webからの予約確認 
//   (Webにログンしているユーザーに関して予約データを検索) 
//   (予約が見つからない場合はnullを返す) 
ReservationBasicInfo IReservation.QueryReservation1ByRCode(string reservationCode) 
{ 
    // HTTP GET の際に、ASP.NETキャッシュを使用させないため 
    HttpContext.Current.Response.Cache.SetCacheability( 
        HttpCacheability.NoCache); 
 
    try   //←[1] 
    { 
        // ASP.NETレベルのセッションが保持するユーザー情報を取得 
        HttpContext context1 = HttpContext.Current; 
        MemberInfo minfo = (MemberInfo)context1.Session[SVars.MemberInfo]; 
 
        // コンポーネントがなければ作成(セッション単位で維持) 
        BLComp3 comp3 = context1.Session[SVars.BLComp3] as BLComp3; 
        if (comp3 == null) 
        { 
            comp3 = new BLComp3(); 
            context1.Session[SVars.BLComp3] = comp3; 
        } 
 
        （略）BLComp3コンポーネントを使用した予約照会 
 
    } 
    catch  //←[2] 
    { 
        // セッションタムゕウトほか、すべて InernalServeErrorとして返す 
        throw new WebFaultException(  //←[3] 
            System.Net.HttpStatusCode.InternalServerError);  //←[4] 
    } 
} 

この QueryReservation1ByRCode メソッドでは、[1]の try ブロックの中で予約の照会を行い、[2]の

catch ブロックですべての例外を捕捉し、サービスメソッドの外部には直接スローされません。 

代わりに、この catch ブロックの内部では、[3]の WebFaultException 例外をスローしており、特定

のステータスコードをクラゕントに返しています。その際、[4]のコンストラクターの引数では、ス

タータスコードを HttpStatusCode 列挙型として指定しており、ここでは単純にすべての例外に関して、

ステータスコード 500（内部サーバーエラー）になるようにしています。 

なお、WebFaultException 例外をスローせずに、サービスメソッドを終了し、実行環境に他にエラー

がなければ、クラゕント側にはステータスコード 200（OK）が返ります。 

ここで、このサービス メソッドを呼び出すクラゕント側のスクリプトコードも確認しておきま

しょう。「予約確認/取り消し」ページ（ReservationConfirm.aspx）の予約を照会する関数では、次の

ようにステータスコードを利用しています。 

例 23. WebFaultException の使用（抜粋） 

ReservationConfirm.aspx（AdwkWebApp プロジェクト/member フォルダー） 

// 予約番号(予約コード)による予約検索 
function queryByCode() {  //←[1] 
 
    （略） 
 



 

 

    // 現在のユーザーの予約情報取得 
    var rinfo = null; 
    var xmlHttp = new XMLHttpRequest();   //←[2] 
    var url = "/AdwkWebApp/members/ReservationService.svc" + 
              "/Reservations?rcode=" + reservationCode.value; 
    xmlHttp.open("GET", url, false); 
    xmlHttp.send();                         //←[3] 
    if (xmlHttp.status == 200) {  //ステータスコードの確認 ←[4] 
        var result = xmlHttp.responseText; 
        if (result != "") { 
            eval("rinfo =" + result + ";"); 
        } 
    } else { 
        alert("恐れ入りますが、現在、予約手続きを進めることができません。" + 
              "のちほど、はじめからやり直してください。(" + 
               xmlHttp.status + ", " + xmlHttp.statusText + ")"); 
        initPage(); 
        return; 
    } 
 
    （略） 
 
} 

この例の[1]の queryByCode 関数では、[2]から[3]までの手順で、XMLHttpRequest オブジェクトを使

用して、HTTP GET による WCF サービスの呼び出しを行っています。この手順については、今まで説

明したものと同様です。 

そして、[3]の send メソッドによってサービスにゕクセスしたのち、[4]のように XMLHttpRequest

オブジェクト（変数 xmlHttp）の status 属性を参照することで、HTTP 応答で返されるステータスコー

ドを参照することができます。 

この[4]では、ステータスコードが 200（OK）であるか否かに応じて、処理を分岐しています。 

  



 

 

第 4 章 クライアント側の様々な実装とデータ操作 

この章では、REST に対応したクラゕントに関する様々な実装方法を取り上げます。AWTS サンプ

ルプログラムの中で利用されている各種実装方法について確認していきます。 

なお、REST 対応サービスで扱うデータに関する補足も、クラゕントとのやり取りが関係するので、

本章で取り上げます。 

 

4.1 JavaScript による非同期呼び出し  

これまでに題材にした JavaScript のサンプルコードでは、WCF サービスを呼び出す際に、同期呼び

出しを行っていました。同期呼び出しは、その実装が非常に簡単ですが、呼び出したサービスの応答

が返るまでの間、呼び出し部分のスクリプトの実行は待機し、応答までに時間が要する場合には、ユー

ザーにしてみると、しばらく処理が停止したハング状態になるので、操作性を低下させる場合があり

ます。 

この節では、この点を解決するため、サービスをバックグランドで呼び出す方法、つまり、非同期

呼び出しを行う方法を扱います。非同期呼び出しでは、サービス呼び出しの一連の手順がバックグラ

ンドで開始し、応答が返るまでの間も、ユーザーは並行して別の処理を行えるようになります。 

ここでは、第 2 章で作成した RouteService.svc サービスの GetPlaceNameByCode メソッドを利用し

て、JavaScript 版のクラゕントから非同期に呼び出す方法を確認しましょう。 

まずは、非同期呼び出しの効果を分かりやすくするため、次例のように、作成済みの RouteService.svc

サービスの実装である[1]の GetPlaceNameByCode メソッドで、[2]のスレッドを停止する文のコメン

トを外してください。これは、メソッドの応答が返るまでの時間を疑似的に長くするためです。 

例 24. GetPlaceNameByCode メソッドの応答を返すまでの時間を長くする 

RouteService.svc.cs（AdwkWebApp プロジェクト） 

// 路線の基本情報を返すサービス 
[AspNetCompatibilityRequirements( 
    RequirementsMode = AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)] 
public class RouteService : IRouteService 
{ 
    string IRouteService.GetPlaceNameByCode(string placeCode)  //←[1] 
    { 
        System.Threading.Thread.Sleep(3000);  //←[2] 
 
        PlaceInfo[] places; 
        LevelInfo[] levels; 
        if (!BLComp1.GetBasicRouteInfo(out places, out levels)) 
            return null; 
        var query = from place in places 
                    where place.PlaceCode == placeCode 
                    select place.PlaceName; 
        try 
        { 
            return query.First(); 
        } 
        catch 
        { 



 

 

            return null; 
        } 
    } 
 
    （略） 
 

次に、この[1]の GetPlaceNameByCode メソッドを非同期で呼び出すクラゕントのコードを、既存

の TestRESTPage1.htm の中に追加します（黄色い太線部分）。このあとの説明も参考にして、入力し

てください（長い行は途中で改行しています）。 

例 25. JavaScript からの非同期呼び出し 

TestRestPage1.htm（AdwkWebApp プロジェクト） 

    <script type="text/javascript"> 
        function button1_Click() {  //←[1] 
            var text1 = document.getElementById("Text1"); 
            // 
            var xmlHttp = new XMLHttpRequest();  //←[2] 
            var url = "/AdwkWebApp/RouteService.svc/GetPlaceNameByCode" + 
                       "?pcode=" + text1.value; 
            xmlHttp.open("GET", url, false);     //←[3] 
            xmlHttp.send();                        //←[4] 
            var result = xmlHttp.responseText;   //←[5] 
            writeLog(result, true); 
            // 
            eval("var placeName = " + result + ";"); 
            //var placeName = eval(result); 
            //var placeName = JSON.parse(result); 
            writeLog(placeName, false); 
        } 
 
        // 非同期呼び出しのサンプルを追加 
        function button1_Click_Async() {  //←[6] 
            var text1 = document.getElementById("Text1"); 
            // 
            var xmlHttp = new XMLHttpRequest();  //←[7] 
            var url = "/AdwkWebApp/RouteService.svc/GetPlaceNameByCode" + 
                       "?pcode=" + text1.value; 
            xmlHttp.onreadystatechange = function () {  //←[8] 
                if (xmlHttp.readyState == 4 &&           //←[9] 
                    xmlHttp.responseText != null) {  
                    var result = xmlHttp.responseText;   //←[10] 
                    writeLog(result, true); 
                    // 
                    eval("var placeName = " + result + ";"); 
                    //var placeName = eval(result); 
                    //var placeName = JSON.parse(result); 
                    writeLog(placeName, false); 
                }  //←[11] 
            }; 
            xmlHttp.open("GET", url, true);  //←[12] 
            xmlHttp.send();  //←[13] 
        } 
 
    （略） 
 
    </script> 



 

 

</head> 
<body> 
    <input type="text" id="Text1" value="CTWH" /> 
    <input type="button" id="Button1" value="GetPlaceNameByCode"  
        onclick="button1_Click()" /> 
    <!-- 非同期呼び出し用のボタンを追加 --> 
    &nbsp;&nbsp; 
    <input type="button" id="Button6" value="GetPlaceNameByCodeAsync"  //←[14] 
        onclick="button1_Click_Async()" />  //←[15] 
    <br /> 

ここでは、作成済みである [1]の button1_Click 関数（サービスの同期呼び出し）と、ここで追加す

る [6]の button1_Click_Async 関数（サービスの非同期呼び出し）とを対比しやすいように、両方を掲

載しました。 

既存の[1]の button1_Click 関数内部では、[2]から[4]までの XMLHttpRequest オブジェクトを使用す

る手順を用いて、サービスの GetPlaceNameByCode メソッドを呼び出しています。ここでのポント

は、[3]の open メソッドの第 3 引数が false になっている点であり、この指定によって同期呼び出しに

なります。 

実際に同期呼び出しを行うのは、[4]の send メソッドの呼び出しです。send メソッドによって、サー

ビスの呼び出しが開始されると、応答が返るまで[4]で実行制御は一旦待機し、応答が返ってきてから、

[5]以降が実行されます。 

一方、[6]の button1_Click_Async 関数では、[7]から[12]までが、XMLHttpRequest オブジェクトを使

用した一連の呼び出し手順です。 

注意すべき点は、[12]の open メソッドの第 3 引数が true になっている点であり、この指定により、

[13]の send メソッド呼び出しでは、非同期で WCF サービスの呼び出しを開始します。よって、WCF

サービスからの応答を待たずして、[13]以降の実行制御は続きます。この[13]の時点では、応答は受け

取らず、応答結果に関して何もせずに、button1_Click_Async 関数は終了します。そして、ユーザーは

別の作業を行うこともできます。 

XMLHttpRequest オブジェクトでは、WCF サービスの呼び出しの状態に変化が発生すると、

onreadystatechange ベントが発生します。WCF サービスから非同期呼び出しの応答が返った際にも、

このベントが発生します。応答を参照する場合は、このベント ハンドラーの中で行います。 

この例では、[8]のところで onreadystatechange ベントに対して、実行すべきハンドラー（[8]か

ら[11]までの匿名の関数ブロック）を指定しています。つまり、onreadystatechange ベントが発生

すると、[9]から[11]までのブロックが実行されます。 

このベントハンドラーの関数ブロックでは、まず[9]のように、ハンドラーが起動した理由を

チェックします。XMLHttpRequest オブジェクトの readyState 属性の値が「4」であれば、サービスか

らの応答が完了したことを意味します（このハンドラーは、応答の完了以外にも駆動される可能性が

あります）。 

応答が完了した場合は、if 文のブロックの中にある[10]以降が実行されます。[10]以降に記述された

内容は、同期呼び出しの[5]以降に記述されたものと同様で、XMLHttpRequest オブジェクトの

responseText プロパテゖを参照すれば、応答メッセージをテキストとして取得できます。 



 

 

なお、[12]の追加されたボタンがクリックされたとき、[5]の button1_Click_Async 関数が呼び出され

るように、[13]の onclick 属性に指定されています。 

これで、非同期呼び出しの手順の確認が済みました。それでは次の手順に従って実際に実行し、動

作を確認してみましょう。 

 

1. ソリューション エクスプローラーのツリー上で、TestRESTPage1.htm を右クリックして、

［ブラウザーで表示］をクリックします。 

2. ブラウザーが起動して、TestRESTPage1.htm が開いたら、キャッシュされた以前のページ

を開いている可能性があるので、［F5］キーを押して、新しいページをリロードします。 

3. まず、同期呼び出しの例を確認するため、ページ上の［GetPlaceNameByCode］ボタンを

クリックします。次図のように、数秒はボタンが押されたままになり、ドロップダウンリ

ストもドロップできず、ハングした状態であることを確認します。 

 図 24. 同期呼び出しでのハング状態 

  

4. しばらくすると、WCF サービスから応答が返り、ページ下部の<textarea>には、応答結果

が次図のように表示されることを確認します。 

 図 25. 時間はかかるが応答結果を取得 

  

 

このように同期呼び出しでは、たしかに応答は取得することができますが、応答に時間がかかる場

合、使い勝手が悪くなる場合があります。 

ボタンは押されたまま 

ドロップダウンできない 



 

 

註: 前章でも触れたように、このサンプルでは ASP.NET のキャッシュが既定で利用できるため、

今回の RouteService.svc サービスの呼び出しも、応答がキャッシュされています。そのため、この

あと再び［GetPlaceNameByCode］ボタンを押しても、キャッシュが返るだけで、サービス メソッ

ドが呼び出されません。つまり、サービスメソッド内のスレッドを停止するコードは実行されず、

応答が直ぐに返るため、ハングの確認ができません。毎回、ハングを起こさせるには、前章の「3.4 

キャッシュサポート」で触れたキャッシュを無効にする記述が必要です。ここでは、簡単にする

ため、確認の都度、ブラウザーを閉じて、再実行するようにしましょう。 

今度は、非同期呼び出しの場合を確認してみましょう。 

 

5. まず、最初からやり直すべく、今まで開いていたブラウザーを閉じます。 

6. ソリューション エクスプローラーのツリー上で、TestRESTPage1.htm を右クリックして、

［ブラウザーで表示］をクリックします。 

7. ブラウザー起動して、TestRESTPage1.htm が開いたら、キャッシュされた以前のページを

開いている可能性があるので、［F5］キーを押して、新しいページをリロードします。 

8. 非同期呼び出しの例を確認するため、ページ上の［GetPlaceNameByCodeAsync］ボタンを

クリックします。次図のように、ボタンはすぐに元の状態になり、ドロップダウンリスト

もドロップできることを確認します。 

 図 26. 非同期呼び出しでのユーザーインターフェイスの状態 

  

9. しばらくすると応答が取得され、図 25 と同様に、<textarea>には結果が表示されること

を確認します。 

10. 確認が済んだらブラウザーを終了します。 

11. 例 24 の[2]（RouteService.svc.cs）のスレッドを停止する文を、元の通りにコメントゕウト

しておきます。 

 

ボタンはすぐに戻る 

ドロップダウンできる 



 

 

以上、非同期呼び出しでの動作を確認しました。 

場合によっては、非同期呼び出しの後に行う操作が、非同期呼び出しの応答結果に依存するため、

非同期呼び出しと並行して作業を続けることができない場合もあります。しかし、そのような場合で

も、非同期呼び出しを使用すれば、ハングの状態を避け、非同期呼び出しの結果が返るまでの間、呼

び出し中であるメッセージを表示したり、ゕニメーションを表示したりするなど、操作性を向上させ

る実装を行えます。 

 

4.2 Silverlight による非同期呼び出し 

この節では、Web ページ上の Silverlight ゕプリケーションから、REST 対応の WCF サービスを呼び

出す方法を説明します。 Silverlight ゕプリケーションは、Silverlight 向け.NET Framework クラス ラ

ブラリを使用してWCFサービスを呼び出すことができます。この Silverlight向けのラブラリでは、

ユーザーにとって操作性を向上させる、非同期呼び出しのみサポートしています。ここでも、非同期

呼び出しの方法を取り上げます。 

また、Silverlight では、一般的な PC の.NET Framework と同様に、メタデータを使用してプロキシ

を作成したり、SOAP メッセージを使用したりできます。 

このほか、すでに第 1 章で触れたたように、WCF Data Service や WCF RIA Service を使用すること

で、それぞれ、DataServiceContext や DomainContext など用いて、サービスとクラゕントとの間

で、高度なエンテゖテゖのやり取りも可能です。第 1 章でも説明したように、これらにも、REST ベー

スの OData に基づくデータ操作を行うことができます。 

ここでは、より汎用的で軽量な実装の 1 つである、WebClient クラスを用いて、REST 対応サービス

にゕクセスする方法を見ていきます。 

 

・サンプルにおける Silverlight 版の Web ページ 

AWTS サンプルプログラムでは、AdwkWebApp プロジェクトの Web ゕプリケーションに含まれる

Web ページ（たとえば、図 17 や図 19）から、JavaScript を使用して ASP.NET Web サト上の REST

対応サービスにゕクセスしています。これらの Web ページでは、フェリーの運航予定の閲覧、予約の

登録、照会、および削除などの機能が提供されています。 

参考として、これらの機能のいくつかを備えた Silverlight 版の Web ページも用意されており、次の

ゕドレスにゕクセスすることで表示できます。実際の Web ページは図 27 のとおりです。（ここでは、

実際に表示する手順を行う必要はありませんが、この Web ページを表示させるのであれば、以下のゕ

ゕドレスにゕクセスした際に、未認証であると、一旦ログンページにリダレクトされるので、ユー

ザー名「0000100001」、パスワード「password」を使用してログンしてください。）。 

http://localhost:8080/AdwkWebApp/members/ReservationRegisterSL.aspx 

 

 図 27. Silverlight で実装されたフェリー予約関連のページ 



 

 

  

この Web ページの例では、ページ内の左側のリンク一覧や上部タトルを除いた部分が、Silverlight

ゕプリケーションとして作り込んであります。このゕプリケーションは、Visual Studio 2010 に含まれ

る Silverlight ゕプリケーション プロジェクトを使用して作成しています。（このサンプルでは、サン

プルの検証環境をできるだけ簡単にするため、Visual Studio 2010 に標準装備されている Silverlight 3

を用いています。 ） 

この Silverlight 版サンプルには、JavaScript 版サンプルと同様の機能のいくつかが実装されているほ

か（予約登録に関しては実装されていません）、出発地や到着地、クラスなどのリストボックスの一

覧も、REST 対応サービスからデータを取り込むよう実装されています。 

このあとは、このサンプルの Silverlight ゕプリケーションから、WCF の REST 対応サービスを呼び

出す方法を確認します。 

 

・REST 対応サービスを呼び出す基本的な手順 

図 27 のサンプルでは、出発地や到着地、クラスのリストボックスのデータを取得するため、次のよ

うに REST 対応の WCF サービスを呼び出しています。 

例 26. Silverlight からの WCF サービスの呼び出し（抜粋） 

MainPage.xaml.cs（SilverAppReservation プロジェクト） 

// 基本情報(路線とクラス)の読み込み 
private void LoadRBasicInfo()  //←[1] 
{ 
    var srvUri = new Uri(String.Format(  //←[2] 
        "http://{0}:{1}/AdwkWebApp/RBasicInfoService.svc/GetBasicRouteInfo", 
        Application.Current.Host.Source.DnsSafeHost, //←[3] 
        Application.Current.Host.Source.Port));  //←[4] 
    var client1 = new WebClient();  //←[5] 
    client1.OpenReadCompleted +=    //←[6] 

Silverlight ゕプリケーション 



 

 

        new OpenReadCompletedEventHandler(client1_OpenReadCompleted); 
    client1.OpenReadAsync(srvUri);  //←[7] 
} 
 
// 基本情報の読み込み(路線とクラス)完了時のベントハンドラー 
private void client1_OpenReadCompleted( //←[8] 
    object sender, OpenReadCompletedEventArgs e) 
{ 
    if (e.Error != null) 
    { 
        MessageBox.Show(e.Error.Message + "¥n" + e.Error.GetType().Name); 
        return; 
    } 
 
    // 応答のStream参照 
    Stream stream1 = e.Result;  //←[9] 
 
    // JSON文字列の逆シリゕル化 
    var serializer = new DataContractJsonSerializer(typeof(BasicInfos)); //←[10] 
    BasicInfos basicInfos = (BasicInfos)serializer.ReadObject(stream1);  //←[11] 
 
    // 戻り値と出力引数の取り出し 
    bool retVal = basicInfos.GetBasicRouteInfoResult;  //←[12] 
    PlaceInfo[] places = basicInfos.places;  //←[13] 
    LevelInfo[] levels = basicInfos.levels;  //←[14] 
 
    （略） 
 
} 

[1]の LoadRBasicInfo メソッドは、この Silverlight ゕプリケーションのメンページ（MainPage）ク

ラスのコンストラクターの中から呼び出され、ページ表示前の初期処理として呼び出されます。この

メソッドでは、この例に示すとおり、REST 対応の WCF サービスを呼び出しています。 

ここでは、[5]の WebClient オブジェクトを使用しています。第 1 章でも触れましたが、このオブジェ

クトは、クラゕントから HTTP を介して、サービスにゕクセスする際に使用します。この方法を用

いるクラゕント側では、ゕドレス、バンデゖング、コントラクト（A、B、C）など、エンドポ

ントの構成は不要であり、コントラクトにあたるサービス ンターフェスを定義したソースコード

も準備する必要はありません。ただし、引数や戻り値などの受け皿のデータ型は必要であり、カスタ

ムデータ型を用いるのであれば、相応の定義は必要です（後述）。 

まず、[2]ではゕクセスに必要な URL を構築しています。この例は、AdwkWebApp プロジェクトの

RBasicInfoService.svcサービスに実装された、GetBasicRouteInfoメソッドを呼び出すためのものです。

（WCF サービスのこのメソッドを呼び出した JavaScript 版のサンプルが例 10 です。）ここでは、引

数を渡していませんが、Silverlight 版の場合も、URL にクエリ文字列を含めて、引数として渡すことが

できます。 

なお、[3]や[4]のように、Application.Current.Host.Source プロパテゖを調べると、サービス側のホス

ト名や使用したポート番号を調べることができます。 

そして、[5]のように WebClient ンスタンスを作成したのち、[7]では、引数に URL を渡して、

OpenReadAsync メソッドを呼び出すことによって、サービスへのゕクセスを開始します。[7]は非同期

呼び出しのメソッドなので、サービスからの応答を待たずして、すぐに[7]以降の実行に進みます。 



 

 

サービスからの応答を受け取ると、OpenReadCompleted ベントが発生します。[6]の 2 行では、

このベントのために、ベント ハンドラーを設定しています。実際のベント ハンドラーは、[8]

の client1_OpenreadCompleted メソッドであり、このメソッドの中で、応答データを取得しています。 

応答データは、[8]のベントハンドラーの第 2引数 eが持つ Resultプロパテゖです。[9]では、e.Result

プロパテゖを変数 stream1 に代入して、これ以降は、Stream オブジェクト（変数 stream1）から、必

要な応答データを取り出します。 

なお、このベント ハンドラーは、呼び出した元のユーザー ンターフェス（UI）のスレッド

上で実行されるので、このベント ハンドラーの中から、UI を直接操作しても問題ありません。つ

まり、わざわざ UI を操作するために、Dispatcher.Invoke メソッドを使用して、明示的に UI スレッド

へ切り替える必要はありません。 

註: WebClient クラスには、このほかにもサービスとのやり取りに利用できるメソッドが用意され

ています。詳しくは、以下のゕドレスを参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.net.webclient(VS.95).aspx WebClient クラス 

これで要求から応答までの基本的な流れが分かりました。引き続き、このサンプルを使用して、出

力引数と戻り値の扱い方を確認しましょう。 

 

REST 対応サービスでの出力引数と戻り値の扱い 

前述の例 26 の Silverlight 版クラゕントから呼び出しているサービスでは、次に示すとおり、

GetBasicRouteInfo メソッドに戻り値と 2 つの出力引数を伴います（例 8 の再掲）。 

例 27. （再掲）出力引数を使用したサービス コントラクトのメソッド 

IBasicInfo.cs（AdwkWebApp プロジェクト） 

    // 予約管理の基本情報を返すサービスンターフェス 
    [ServiceContract(Namespace="http://adwk.webapp.reservation")] 
    public interface IBasicInfo 
    { 
        // 場所(出発地、到着地)、クラス(一等、二等)の基本情報を取得する 
        // カスタム型の配列を返す 
        [OperationContract] 
        [WebGet(BodyStyle=WebMessageBodyStyle.Wrapped, 
                ResponseFormat=WebMessageFormat.Json)] 
        bool GetBasicRouteInfo( 
            out PlaceInfo[] places, out LevelInfo[] levels); 
    } 

このため、応答として返されるメッセージは、これらが 1 つにまとまって、次のように返されます

（例 9 の再掲）。 

例 28. （再掲）戻り値と 2 つの出力引数を持つ応答 

{ 
  "GetBasicRouteInfoResult":true,    ←[1] 
  "places":[{"PlaceCode":"CTWH","PlaceName":"市内埠頭"},    ←[2] 
             {"PlaceCode":"ELND","PlaceName":"東島"}, 
             {"PlaceCode":"SLND","PlaceName":"南島"}], 
  "levels":[{"LevelCode":"1","LevelName":"一等"},    ←[3] 
             {"LevelCode":"2","LevelName":"二等"}] 
} 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.net.webclient(VS.95).aspx


 

 

つまり、返されるデータは、例 28 の[1]、[2]、および[3]に示すように、GetBasicRouteInfoResult、

places、および、levels という 3 つのメンバーから構成されます。 

このデータは、JSON 形式の文字列であり、例 26 の[9]に示した Stream オブジェクト（e.Result）と

して取得されるので、クラゕントである Silverlight 側では、単にこのデータ全体を文字列として扱っ

て処理することもできます。しかし、せっかく 3 つのメンバーからなるオブジェクトを表す文字列な

ので、逆シリゕル化して、オブジェクトに変換したほうが扱いやすいでしょう。 

そのためには、まず、この 3 つのメンバーを受け皿とするクラスを定義する必要があります。また、

places や levels は、それぞれ、PlaceInfo 型の配列、LevelInfo 型の配列なので、それぞれのデータ型の

定義も必要です。 

この例では、PlaceInfo や LevelInfo のデータ型定義については、それぞれ、SilverAppReservation プ

ロジェクト内の PlaceInfo.cs や LevelInfo.cs に定義されています。これらのソースコードは、サービス

側の AdwkRData プロジェクトにあったものを流用しています。（Silverlight 側の UI で扱いやすくす

るため、一部修正しています。この修正点については後述します。） 

応答としての 3 つのメンバー（戻り値と 2 つの出力引数）を持つオブジェクトとしては、次のよう

に BasicInfos クラスが定義されています。 

例 29. 応答を受取るオブジェクトの定義 

MainPage.xaml.cs（SilverAppReservation プロジェクト） 

// 応答のJSON文字列を逆シリゕル化した際に使用するクラス 
[DataContract] 
public class BasicInfos 
{ 
    [DataMember] public bool GetBasicRouteInfoResult; 
    [DataMember] public PlaceInfo[] places; 
    [DataMember] public LevelInfo[] levels; 
} 

JSON 文字列のそれぞれのメンバーに見合うものが定義されています。 

また、JSON 形式の文字列からオブジェクトへ逆シリゕル化するには、例 26 の[10]に示した 

DataContractJsonSerializer クラスを使用します。このクラスは .NET Framework クラス ラブラリに

含まれ、JSON 形式へのシリゕル化や、JSON 形式からの逆シリゕル化に利用できます。 

ここでは、BasicInfos オブジェクトに逆シリゕル化するので、例 26 の[10]のように、コンストラク

ターの引数には、BasicInfos の型情報を渡します。また、[11]の ReadObject メソッドに、逆シリゕル

化の元になる Stream オブジェクトを渡すと、戻り値として、逆シリゕル化されたオブジェクトを受け

取ることができます。 

さらに、[12]から[14]までのように、各メンバーにゕクセスすることで、戻り値や 2 つの出力引数を

参照することができます。 

これで、Silverlight ゕプリケーション上で REST 対応サービスにゕクセスする一連の流れの確認が済

みました。次節以降でも、一部の説明で同じサンプルを使用します。 

 



 

 

4.3 各種エンティティの利用 

第 1 部や第 2 部を含め、これまでの説明の中で、ADO.NET のデータセットや Entity Framework のエ

ンテゖテゖ、独自のクラス定義など、いわゆるデータを表現するエンテゖテゖに関して、サンプルコー

ドの中で取り上げ、その都度、扱い方について説明してきました。ここでは、特に REST の観点から、

これらのデータの扱いについて、改めてまとめておきましょう。 

 

・データセットセットの扱い 

すでに触れたように、データセットは .NET 固有のデータ型であり、.NET の開発環境において、特

に開発生産性の向上をもたらします。逆に、.NET 固有であるため、汎用性や相互運用性を重視する環

境では使う可能性は低いかもしれません。また、そもそも REST も軽量なクラゕントを想定した汎

用的なサービスの実装で使用します。その意味では、REST 対応サービスでのデータのやり取りで、積

極的にデータセットを使う機会は少ないでしょう。 

しかし、第2部で触れたように、データセットもWCFのシリゕル化に対応したデータ型であるので、

REST 対応サービスでもデータのやり取りに利用することは可能です。 

ただし、実際にやり取りするとなれば、JSON よりは、XML を使うことが多いでしょう。 

もともと、WCF において REST を提供する WCF Web HTTP プログラミング モデルでは、JSON 以

外にも XML を含む様々なフォーマットをサポートしています。データセットも、REST ベースのやり

取りの中、SOAP エンベロープではない、単純な XML データとしてやり取りすることができます。 

実際のところ、データセットを JSON 形式にシリゕル化しても、次の例のように、タグ付きのまま、

JSON 形式の二重引用符で囲まれた文字列になります。この例は、AdwkMData プロジェクトに含まれ

る「会員マル履歴 DataTable」という名前の型指定された DataTable を、REST 対応サービスの戻り

値として、ためしに JSON 形式にシリゕル化した状態で返した例です。実質的には、XML のままです。

この形式のデータを単純に JavaScript で逆シリゕル化すると、全体が文字列になるだけです。 

例 30. （参考）型指定されたデータテーブルを JSON 形式にシリアル化した場合 

"<AdwkMileagesDataSet.会員マル履歴DataTable 
xmlns=¥"http:¥/¥/schemas.datacontract.org¥/2004¥/07¥/Adwk.Mileage.Data¥"> 
<xs:schema id=¥"NewDataSet¥" xmlns:xs=¥"http:¥/¥/www.w3.org¥/2001¥/XMLSchema¥" 
xmlns=¥"¥" xmlns:msdata=¥"urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata¥">  
（略） 
<¥/xs:schema> 
<diffgr:diffgram xmlns:diffgr=¥"urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1¥" 
xmlns:msdata=¥"urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata¥"> 
<DocumentElement xmlns=¥"¥"><会員マル履歴 diffgr:id=¥"会員マル履歴1¥" 
msdata:rowOrder=¥"0¥" diffgr:hasChanges=¥"inserted¥"><会員コード>00001<¥/会員コード
><姓>山田<¥/姓><名>太郎<¥/名><記録日時>2011-07-01T00:00:00+09:00<¥/記録日時><実績マ
ル>300<¥/実績マル><コメント>テストデータ<¥/コメント><¥/会員マル履歴
><¥/DocumentElement><¥/diffgr:diffgram> 
<¥/AdwkMileagesDataSet.会員マル履歴DataTable>" 

このことからも、あえて JSON 形式にする必要性は低いでしょう。 

註: WCF におけるデータセットの全般的な使い方は、第 2 部「4.3 型指定されたデータセットの利

用」を参照してください。 

 



 

 

・Entity Data Model（EDM）のエンティティの扱い 

サービス側で使用する EDM のエンテゖテゖのデータを、クラゕントとやり取りする典型的な方法

としては、第 1 部で既に説明ように、WCF Data Services や WCF RIA Services を使用する中で、EDM

のエンテゖテゖを管理する ObjectContext を使用する方法でしょう。 

これらの方法では、厳密にいえば、ObjectContext ンスタンス自体をシリゕル化して、クラゕン

トに渡すわけではありません。しかし、ObjectContext に含まれるデータはシリゕル化されて、クラ

ゕント側で逆シリゕル化され、WCF Data ServicesであればDataServiceContextオブジェクト、WCF RIA 

Services であれば、DomainContext オブジェクトとして扱えます。 

これらのサービスのやり取りでは、REST ベースの OData プロトコルが利用でき、データのシリゕ

ル化形式としては、JSON 形式や XML ベースの ATOM 形式を利用することができます。 

註: WCF における EDM のエンテゖテゖの全般的な使い方は、第 2 部「4.4 Entity Data Model の利

用」を参照してください。 

 

そのほかの基本的なデータ型、およびカスタム データ型の扱い 

より多くのクラゕントが利用できる汎用的なサービスを構築する場合であれば、比較的単純な

データ型を使い、JSON 形式にシリゕル化してやり取りすることが多いでしょう。 

その場合、JavaScript 版のクラゕント側であれば、eval 関数や JSON.parse メソッドを使用して、

JSON 文字列から JavaScript 環境のオブジェクトへ変換することができます（例 6 など）。また、HTTP 

POST などを使用して、JavaScript 環境のオブジェクトを JSON 形式にシリゕル化するには、

JSON.stringify メソッドを使用できます（例 18）。 

また、クラゕント側が Silverlight などの .NET Framework 環境であれば、クラスラブラリの

DataContractJsonSerializer クラスを使用して、JSON からの逆シリゕル化（例 26）や JSON へのシリ

ゕル化を行うことができます。 

ただし、このような逆シリゕル化を行う場合、クラゕントには、受け皿となるオブジェクトの定

義が必要です。クラゕントの開発環境において、この定義を手作業で作成しても構いませんが、サー

ビス側の実装コードを流用することもできます。 

今回の例では、ソースコードとしてクラゕント側に取り込みましたが（SilverAppReservation プロ

ジェクトの PlaceInfo.cs など）、サービスで利用するゕセンブリをそのまま利用することもできます。

そのような場合に備え、今回のサンプル（AdwkMDataプロジェクトや AdwkRDataプロジェクトなど）

のように、データ型の定義は専用のプロジェクトに分離しておくと便利です。 

ただし、今回の SilverAppReservation プロジェクトのように、クラゕント側の実装によっては、

受け皿となるデータ型の定義をカスタマズする場合があるため（後述）、ソースコードのまま再利

用したほうが都合よいこともあります。 

註: DataContractJsonSerializer を用いた場合の、.NET のデータ型と JSON での表現形式との対応関

係は、以下のゕドレスに記載されています。 

  http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb412170.aspx スタンドゕローン JSON のシリゕル化 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb412170.aspx


 

 

4.4 データバインディング 

この節では、REST 対応サービスにおけるデータ バンデゖングについて取り上げます。  

実際のところ、REST 固有のデータバンデゖング方法があるわけではありません。第 2 部「4.5 デー

タ バンデゖングの利用」において、WCF に関わるバンデゖングの全般的な説明をすでに行って

いるので、ここでは、第 3 部「4.2 Silverlight による非同期呼び出し」で使用していたサンプルを題材

にして、Silverlight における REST とバンデゖングの利用例を確認します。（一方、第 2 部のサンプ

ルで取り上げたバンデゖングは、ASP.NET Windows フォーム、および WPF の例です。） 

註: データ バンデゖングの UI 形態別の利用方法については、以下のゕドレスにも記載されてい

ます。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms752347.aspx  (WPF) 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc278072(VS.95).aspx  (Silverlight) 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ef2xyb33.aspx (Windows フォーム)  

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms228214.aspx (ASP.NET Web サーバー コントロール) 

ここで、改めて Silverlight においてデータバンデゖングを使用する実装形態を挙げてみます。 

まず、バンデゖングを使用して、データを UI に表示する際には、バンデゖング対象となるデー

タ（データソース）がクラゕント ゕプリケーションにキャッシュとして存在している状況であり、

このデータを WCF で利用するのなら、データソースは WCF のデータコントラクトに基づくシリゕル

化をサポートしている必要があります。  

このような要件を満たすもので、Silverlight における典型的な実装方法としては、WCF Data Service

のクラゕント側で DataServiceContext を利用する方法や、WCF RIA Services のクラゕント側での 

DomainContext を利用する方法があります。  

この DataServiceContext や DomainContext は、テーブルに相当する「エンテゖテゖセット」を管理

するオブジェクトであり、このエンテゖテゖセットは、データバンデゖングのデータソースとして

利用できます。また、クラゕント側のこれらのエンテゖテゖセットは、サービス側の ObjectContext

のエンテゖテゖセットがシリゕル化され、クラゕント側で逆シリゕル化したものです。 

ただし、これらのエンテゖテゖセットは、IEnumerable ンターフェスを実装したコレクション

オブジェクトである点は、注意が必要です。IEnumerable ンターフェスは、コレクションを参照

するためのものであり、コレクションに対する要素の追加や削除などの動的な変更を行えません。よっ

て、表形式に表示された UI を介して、このデータソースに対して、行の追加や削除を行うことができ

ません。（このコレクションの要素自体は、オブジェクトの参照であるため、各オブジェクトのプロ

パテゖの値を UI から変更することは可能です。） 

行の追加や削除など、より柔軟性のあるデータバンデゖングを行うのであれば、このようなエン

テゖテゖセットに対して、動的な追加や削除をサポートする ObservableCollection<T> （Silverlight 3）

や DataServiceCollection<T> （Silverlight 4）を使用できます。参考として、この 2 つのオブジェクト

の例が、第 1 部の例 16 に記載してあります。 

逆に、リストボックスに表示したり、テーブルをグリッド形式で表示したりするだけなら、配列や

任意のコレクションなど、IEnumerable ンターフェスを実装したオブジェクトを、データソース

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms752347.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc278072(VS.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ef2xyb33.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms228214.aspx


 

 

として利用できます。今回の Silverlight ゕプリケーション（図 28）も、この方法のバンデゖングを

使用しています。 

 図 28. Silverlight で実装されたフェリー予約関連のページでのデータバインディング 

  

次に、このサンプルのデータバンデゖングを行っているコードを以下に示します。データバン

デゖング自体は、WCF の機能でありませんが、感触をつかんでいただくために、実装のポントと注

意点を説明します。 

例 31. Silverlight アプリケーションでのデータバインディング 

MainPage.xaml.cs（SilverAppReservation プロジェクト） 

// 基本情報(路線とクラス)の読み込み 
private void LoadRBasicInfo()  //←[1] 
{ 
    var srvUri = new Uri(String.Format( 
        "http://{0}:{1}/AdwkWebApp/RBasicInfoService.svc/GetBasicRouteInfo", 
        Application.Current.Host.Source.DnsSafeHost, 
        Application.Current.Host.Source.Port)); 
    var client1 = new WebClient(); 
    client1.OpenReadCompleted += 
        new OpenReadCompletedEventHandler(client1_OpenReadCompleted); 
    client1.OpenReadAsync(srvUri); 
} 
 
// 基本情報の読み込み(路線とクラス)完了時のベントハンドラー 
private void client1_OpenReadCompleted(  //←[2] 
    object sender, OpenReadCompletedEventArgs e) 
{ 
    if (e.Error != null) 
    { 
        MessageBox.Show(e.Error.Message + "¥n" + e.Error.GetType().Name); 
        return; 
    } 

データバンデゖングを使用 



 

 

 
    // 応答のStream参照 
    Stream stream1 = e.Result;  //←[3] 
 
    // JSON文字列の逆シリゕル化 
    var serializer = new DataContractJsonSerializer(typeof(BasicInfos)); //←[4] 
    BasicInfos basicInfos = (BasicInfos)serializer.ReadObject(stream1); 
 
    // 戻り値と出力引数の取り出し 
    bool retVal = basicInfos.GetBasicRouteInfoResult;  //←[5] 
    PlaceInfo[] places = basicInfos.places;  //←[6] 
    LevelInfo[] levels = basicInfos.levels;  //←[7] 
 
    // 戻り値の確認 
    if (!retVal) 
    { 
        MessageBox.Show( 
            "恐れ入りますが、現在、予約サービスをご利用できません。"); 
        return; 
    } 
 
    // 各リストボックスにデータを設定 
    deptList.DisplayMemberPath = "PlaceName";  //←[8] 
    deptList.ItemsSource = places;              //←[9] 
 
    arrvList.DisplayMemberPath = "PlaceName";  //←[10] 
    arrvList.ItemsSource = places;              //←[11] 
 
    classList.DisplayMemberPath = "LevelName"; //←[12] 
    classList.ItemsSource = levels;             //←[13] 
 
    （略） 
 
} 
 
// 検索条件の選択に伴い、スケジュールの検索 
private void OnSelectChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)  //←[14] 
{ 
 
    （略） 
 
    // スケジュールの検索開始 
    var srvUri = new Uri(String.Format(   //←[15] 
         "http://{0}:{1}/AdwkWebApp/members/ReservationService.svc" + 
         "/QuerySchedule?date={2}&dept={3}&arrv={4}&level={5}", 
         Application.Current.Host.Source.DnsSafeHost, 
         Application.Current.Host.Source.Port, 
         dateVal, deptVal, arrvVal, classVal)); 
    var client2 = new WebClient(); 
    client2.OpenReadCompleted += 
        new OpenReadCompletedEventHandler(client2_OpenReadCompleted); 
    client2.OpenReadAsync(srvUri);   //←[16] 
 
    （略） 
 
} 
 
// スケジュール検索の完了時のベントハンドラー 



 

 

void client2_OpenReadCompleted(  //←[17] 
    object sender, OpenReadCompletedEventArgs e) 
{ 
    if (e.Error != null) 
    { 
        MessageBox.Show(e.Error.Message + "¥n" + e.Error.GetType().Name); 
 
        // 再び、運行便の指定検索から行う 
        OnSelectChanged(sender, null); 
 
        return; 
    } 
 
    // 応答のStream参照 
    Stream stream1 = e.Result;    //←[18] 
    // 運行予定一覧のUI構築 
    BuildScheduleList(stream1);   //←[19] 
} 
 
// 運行予定一覧のUI構築 
private void BuildScheduleList(Stream stream1)  //←[20] 
{ 
    // JSON文字列の逆シリゕル化 
    var serializer =  
        new DataContractJsonSerializer(typeof(ScheduleBasicInfo[]));  //←[21] 
    ScheduleBasicInfo[] schedules =   //←[22] 
        (ScheduleBasicInfo[])serializer.ReadObject(stream1); 
 
    // UI構築 
    if (schedules != null && schedules.Length > 0) 
    { 
        message3.Text = msgNone; 
        message3.Visibility = Visibility.Collapsed; 
        scheduleDataGrid.ItemsSource = schedules;    //←[23] 
        scheduleDataGrid.Visibility = Visibility.Visible; 
    } 
 
    （略） 
 
} 

この例の[1]の LoadRBasicInfo メソッドと、[2]の click1_OpenReadCompleted メソッドは、「4.2 

Silverlight による非同期呼び出し」の中の、REST 対応サービスの呼び出し手順の説明で、すでに取り

上げたものです。場所やクラスに関するサービス（RBasicInfoService.svc）を呼び出して、応答結果と

して[3]の Stream オブジェクト（e.Result）を取得する手順を説明しました。また、この Stream オブ

ジェクトから逆シリゕル化してデータを取得するため、[4]の DataContractJsonSerializer を使用し、[5]

から[7]までの戻り値や出力引数を取得するところまで説明しました。 

ここでは、その続きとして、[6]の場所データの配列（places）と[7]のクラスデータの配列（levels）

をデータソースとして、図 28 の出発地、到着地、および、クラスのリストボックスに対して、データ

バンデゖングを行う方法を確認します。 



 

 

バンデゖングを行う方法は非常に簡単です。[9]、[11]、および、[13]のように、3 つのリストボッ

クス（順に deptList、arrvList、および classList）の ItemsSource プロパテゖに、各配列を設定するだ

けです。 

これで、リストボックスの各項に、配列内の各要素が対応づけられます。ただし、対応付いた各要

素は、次のようなオブジェクトである点に留意する必要があります。 

例 32. 場所データの定義（データコントラクトの定義） 

PlaceInfo.cs（SilverAppReservation プロジェクト） 

// 場所情報を受け取るためのコントラクト 
// (SilverlightのUIでのバンデゖングに対応できるようにプロパテゖに変更) 
[DataContract] 
public class PlaceInfo 
{ 
    [DataMember] 
    public string PlaceCode { get; set; } 
    [DataMember] 
    public string PlaceName { get; set; }  //←[23] 
} 

例 33. クラスデータの定義（データコントラクトの定義） 

LevelInfo.cs（SilverAppReservation プロジェクト） 

// クラス情報を受け取るためのコントラクト 
// (SilverlightのUIでのバンデゖングに対応できるようにプロパテゖに変更) 
[DataContract] 
public class LevelInfo 
{ 
    [DataMember] 
    public string LevelCode { get; set; } 
    [DataMember] 
    public string LevelName { get; set; }  //←[24] 
} 

それぞれのオブジェクトの定義は、2 つのメンバーがあります。たとえば、場所データを表す 1 つ

の PlaceInfo オブジェクトには、PlaceCode プロパテゖと PlaceName プロパテゖがあります。 

よって、リストボックスの 1 つの項目に、この 1 つの PlaceInfo オブジェクトが対応付いた場合、表

示項目として、どのプロパテゖを表示したいか指定する必要があります。その指定は、例 31 の[8]の

ように、DisplayMemberPath プロパテゖに対して行い、ここでは "PlaceName" と指定しています。

これによって、図 28 の出発地のリストボックス（変数 deptList）の各項には、PlaceInfo オブジェクト

の PlaceName プロパテゖである、場所名が表示されます。 

同様に、到着地のリストボックス（変数 arrvList）も、[10]の指定によって、場所名が表示されます。 

そして、[13]の指定によって、図 28 のクラスのリストボックスには、クラスの名前（LevelName）

が表示されます。 

なお、Silverlight のこのバンデゖングでは、表示項目の指定の際に、プロパテゖ名を指定する点に

注意してください。実は、例 32 と例 33 のデータコントラクトは、もともと、メンバーとしてフゖー

ルド変数が定義されていました。しかし、ここではデータバンデゖングに使用するので、プロパテゖ

に変更しました。特に、[23]と[24]をプロパテゖに変更したのは、そのような理由からです。 

WCF のデータコントラクトという点では、フゖールド変数として定義すれば、シリゕル化に対応で

きますが、状況によっては、Silverlight でのバンデゖングという要件もふまえ、プロパテゖとして定



 

 

義する必要もあります。汎用性のあるデータコントラクトを定義するには、シリゕル化の面だけでな

く、そのデータ定義がどんな状況で使用されるかを考慮する必要があります。 

一方、図 28 の運行予定一覧のデータグリッド（DataGrid）に関する実装は、例 31 にある[14]の

OnSelectChanged メソッド以降のコードです。 

[14]の OnSelectChanged メソッドの内部の[15]から[16]では、REST 対応サービスから該当する運行

一覧を取得するために、今まで説明した手順に従って、非同期呼び出しを使用しています。[16]の

OpenReadAsync メソッドの呼び出しによって非同期呼び出しが開始し、応答の完了時に、[17]の

client2_OpenReadCompleted メソッドが呼び出されます。 

そして、[18]で応答データである Stream オブジェクトを取得し、[19]では、この Stream オブジェク

トを引数として、BuildScheduleList メソッドを呼び出し、DataGrid に対してのデータ バンデゖング

を構成しています。 

[20]の BuildScheduleList メソッドでは、引数で受け取った Stream オブジェクトを逆シリゕル化すべ

く、[21]のように DataContractJsonSerializer のコンストラクターに ScheduleBasicInfo 配列の型情報を

渡し、最終的には[22]において、ScheduleBasicInfo オブジェクトの配列（変数 schedules）へ逆シリゕ

ル化しています。 

この配列の要素である ScheduleBasicInfo の定義は次のようになっています。 

例 34. 運行データの定義（データコントラクトの定義） 

ScheduleBasicInfo.cs（SilverAppReservation プロジェクト） 

//Webページ表示用の最小限の運行データ 
//(ReservationService.svcで使用しているものを再利用) 
//(Silverlightのデータバンデゖングで使用する列はプロパテゖに変更) 
[DataContract] 
public class ScheduleBasicInfo   // 1便分のスケジュール 
{ 
    [DataMember] public string ScheduleCode;    // 運行コード(予約のときに必要) 
    [DataMember] public string ScheduledDate;   // 運航日 
    [DataMember] public string CruiseId { get; set; }  // 便名 
    [DataMember] public string DeptName;  // 出発地名 
    [DataMember] public string DeptTime { get; set; }  // 出発時刻 
    [DataMember] public string ArrvName;  // 到着地名 
    [DataMember] public string ArrvTime { get; set; }  // 到着時刻 
    [DataMember] public string LevelCode; // クラスコード("1", "2"など、予約に必要) 
    [DataMember] public string LevelName; // クラス名(1等、2等など) 
    [DataMember] public string Room { get; set; }      // 空き数  
} 

そして、このオブジェクトの特定のメンバーを、DataGrid の特定の列にマッピングするために、次

用のように定義されています（以下の黄色い太字部分）。 

例 35. DataGrid における列ごとのメンバーのマッピング 

MainPage.xaml（SilverAppReservation プロジェクト） 

<data:DataGrid Name="scheduleDataGrid" Visibility="Collapsed" 
               AutoGenerateColumns="False" Margin="4,4,0,0"> 
    <data:DataGrid.Columns> 
        <data:DataGridTextColumn Binding="{Binding CruiseId}" 
            IsReadOnly="True" Width="Auto" Header="便名" /> 
        <data:DataGridTextColumn Binding="{Binding DeptTime}" 
            IsReadOnly="True" Width="Auto" Header="出発"/> 



 

 

        <data:DataGridTextColumn Binding="{Binding ArrvTime}" 
            IsReadOnly="True" Width="Auto" Header="到着"/> 
        <data:DataGridTextColumn Binding="{Binding Room}" 
            IsReadOnly="True" Width="Auto" Header="空席" /> 
        <data:DataGridTemplateColumn CanUserResize="True" 
            Width="Auto" Header="ご希望の便を選択してください。"> 
            <data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate> 
                <DataTemplate> 
                    <Button Content="予約確認へ" Tag="{Binding}" ←[25] 
                            Margin="4,0,0,0" Width="100" HorizontalAlignment="Left" 
                            Click="ConfirmRegister" /> 
                </DataTemplate> 
            </data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate> 
        </data:DataGridTemplateColumn> 
    </data:DataGrid.Columns> 
</data:DataGrid> 

ここでも、マッピングする際のメンバーとして、ScheduleBasicInfo オブジェクトのプロパテゖが指

定されています。よって、例 34 の ScheduleBasicInfo のデータコントラクトの定義でも、バンデゖ

ングに指定するメンバーについては、プロパテゖに変更しました（黄色い太字部分）。 

なお、例 35 の[25]では、<Button>要素の Tag プロパテゖに対して、データソースである

ScheduleBasicInfo オブジェクトのプロパテゖ名を指定していないので、1 件分の ScheduleBasicInfo オ

ブジェクトが関連付きます。つまり、図 28 の運行予定一覧に表示された個々の［予約確認ボタン］の

Tag プロパテゖに対して、それぞれ、1 件ずつの ScheduleBasicInfo オブジェクトが対応付いています。

この結果、特定のボタンをクリックすると、対応付いた特定の運行予定（ScheduleBasicInfo オブジェ

クト）を選択するように実装できます。 

以上、REST 対応サービスの使用もふまえ、Silverlight でのデータバンデゖングの利用例を確認し

ました。 

 

4.5 オプティミスティック同時実行制御 

この節では、HTTP ベースの REST 対応サービスにおけるオプテゖミステゖック同時実行制御につい

て解説します。 

データゕクセスの非接続型ゕプローチにおける「データの競合」の問題や「オプテゖミステゖック

同時実行制御」については、すでに第 2 部の「4.6 非接続でのデータ操作とオプテゖミステゖック同

時実行制御」で説明しました。また、その際に使用したサンプルでは、中間層である WCF サービス側

の環境下で、ObjectContext オブジェクトにデータをキャッシュし、データ競合の検出方法や、データ

の競合発生時の例外処理などを説明しました。このとき使用した実装方法では、オプテゖミステゖッ

ク同時実行制御に関する一連の処理は、サービスの中で行われ、クラゕント側はオプテゖミステゖッ

ク同時実行制御の手順そのものに関しては関与しません。 

これに対して、WCF の REST 対応サービスでは、クラゕントとサービスとの間で、オプテゖミス

テゖック実行制御を実現することができます。この方法では、非接続型ゕプローチを使用してクラ

ゕント側にデータをキャッシュして変更作業を行い、クラゕント側のキャッシュをサービス側に反

映する際には、クラゕント側のデータと、サービス側のデータ（データベースを含む何らかのサー

ビス内のデータ）との間で、データの競合を検出する仕組みが用意されています。 



 

 

これを利用すると、データの競合が発生した際には、クラゕント側でデータの競合を認識し、ク

ラゕント側できめ細かい制御を行うこともできます。 

このオプテゖミステゖック同時実行制御は、HTTP における標準的な方法を用いており、クラゕン

ト側は JavaScript など、.NET 以外の実装を使用することもできます。また、サービス側には、このよ

うな同時実行制御の実現を支援する、.NET 版のラブラリが用意されています。 

 

・・REST/HTTP における基本的な制御手順 

まず、基本的な制御手順を確認します。 

このオプテゖミステゖック同時実行制御では、データの競合を検出するために、対象となるデータ

（エンテゖテゖ）が更新される都度、異なる識別子（Entity Tag）を関連付け、エンテゖテゖに関連付

いた Entity Tag の値が、以前と同じか否かによって、データが更新されたか否かを判断します。 

具体的には、次の手順（a）から（g）のフローになります。 

 

（a）クラゕントは、照会や変更が必要なデータ（エンテゖテゖのンスタンス）をサービスに要

求し、サービスは該当する応答データをクラゕントに返します。応答の際には、そのデータに固有

の Entity Tag を割り振り、その Entity Tag の値は ETag 応答ヘッダーに設定されて返されます。 

（b）クラゕントは、問い合わせた応答データを受取ると、ETag 応答ヘッダーの値も退避してお

きます。この時点で、クラゕント側では非接続状態のデータを必要に応じて編集できるようになり

ます。 

（c）クラゕント側で非接続状態のデータ キャッシュが保持されているのと並行して、サービス

側で同一のデータが変更された場合、その変更の都度、異なるユニークな値の Entity Tag をデータに

割り振ります。(つまり、Entity Tag の値が以前と異なる場合、データが変更されていたことを意味し

ます。) 

（d）クラゕントは、更新したキャッシュデータをサービス側に反映させるため、サービスに投函

します。その際には、クラゕントで退避していたオリジナルの Entity Tag の値も If-Match 要求ヘッ

ダーに含めて送信します。 

（e）クラゕントから変更要求を受け取ったサービス側では、変更対象となるデータに関連付いた

サービス側の現在の Entity Tag が、クラゕントから受け取った If-Match 要求ヘッダーに含まれる

Entity Tag と一致するかチェックします。 

（f） もし、手順 e のチェックの際に、両者の Entity Tag が一致しないのなら、クラゕント側で

の変更と並行して、サービス側でも同一データが変更されていたことを意味するので、データの競合

であると認識できます。そして、サービスはデータの競合が発生したことをクラゕントに通知する

ために、HTTP の応答として、ステータスコード 412 （Precondition Failed）を返します。 

（g）もし、手順 e のチェックで両者の Entity Tag が一致したのなら、クラゕント側での変更作業

の間、サービス側で同一データが変更されていないことになるので、データの競合は発生していない

と判断できます。そして、クラゕントからの変更を受け入れて、サービス側のデータを更新します。

そして、更新が正常終了したのなら、ステータスコード 200（OK）を返します。 

 



 

 

なお、クラゕント側でステータスコード 412 を受取り、データの競合が認識できた場合、その対

処方法は任意です。 

典型的な方法としては、クラゕントからの更新を取りやめることです。または、一旦、サービス

側の最新データを読み込み、最新の Entity Tag を取得した上で、改めて同一の更新要求を最新の Entity 

Tag と共に送信して、競合を発生させずに、上書き更新する方法です。(この場合も、クラゕントで

読み込んでいる最中に、サービス側で再度 Entity Tag が更新されると競合が発生します。) 

 

註: なお、ここでの説明では、更新における流れを取り上げましたが、照会の際にも同様の仕組み

を利用できます。 

たとえば、クラゕント側にすでにデータのキャッシュと、そのデータの Entity Tag が保持され

ているとします。このとき、しばらくして、クラゕントが最新の同じデータを照会する際には、

If-None-Match 要求ヘッダーに、そのデータの Entity Tag も含めます。 

そして、If-None-Match 要求ヘッダーの Entity Tag が、照会を求めたデータのサービス側の Entity 

Tag と一致するのなら、クラゕントのデータとサービスのデータは同一とみなせるので、改め

て照会データをクラゕントへ返す必要はありません。代わりに、サービスはステータスコード

304（Not Modified）をクラゕントへ送ります。 

ステータスコード 304 を受け取ったクラゕントは、キャッシュされたデータがサービス側の

データに一致する最新版であることを認識できるので、引き続きキャッシュデータを使い続けま

す。 

 

・JavaScript、REST 対応サービスにみる実装例 

AWTS サンプルプログラムでは、中間層のサービス上にある ObjectContext を使用して、データの

競合の検出と、その例外処理への対処を行っており、一連の処理が中間層で完結しているので、改め

てクラゕントに対してデータの競合を通知する必要はありません。 

ただし、ここでは参考として、上記の手順 a から g に基づく、サービス側とクラゕント側と実装

例を以下に示します。サービス側は、既存の ReservationService.svc に実装してあり、一部コメントゕ

ウトしています。また、クラゕント側は専用の ReservationConfirmOpt.aspx という Web ページに実

装されています。（以下の例では、一部のコメント行を割愛し、長い行は途中改行しています。） 

註: この例を実際に検証するには、サンプルに含まれる一部のラブラリを ASP.NET 互換モード

で動作させるために、IIS 7 をンストールし、統合モード（統合パプランモード）の Web サ

ト上で実行する必要があります。以下の説明では、机上でも確認できるようにするため、関連

するコードを一通り掲載しています。 

例 36. Entity Tag を使用したサービス側のオプティミスティック同時実行制御（抜粋） 

ReservationService.svc.cs（AdwkWebApp プロジェクトの members フォルダー） 

// Webからの予約確認 
ReservationBasicInfo IReservation.QueryReservation1ByRCode(  //←[1] 
    string reservationCode) 
{ 
    // HTTP GET の際に、ASP.NETキャッシュを使用させないため 
    HttpContext.Current.Response.Cache.SetCacheability( 
        HttpCacheability.NoCache); 
 
    try 
    { 



 

 

        // ASP.NETレベルのセッションが保持するユーザー情報を取得 
        HttpContext context1 = HttpContext.Current; 
        MemberInfo minfo = (MemberInfo)context1.Session[SVars.MemberInfo]; 
 
        // コンポーネントがなければ作成(セッション単位で維持) 
        BLComp3 comp3 = context1.Session[SVars.BLComp3] as BLComp3; 
        if (comp3 == null) 
        { 
            comp3 = new BLComp3(); 
            context1.Session[SVars.BLComp3] = comp3;  //←[2] 
        } 
 
        // 予約データの取得 
        ReservationInfo rinfo; 
        AdwkRStatus stat; 
        string msg; 
        bool result; 
        result = comp3.QueryReservation1ByRCode(  //←[3] 
                    reservationCode, minfo.LastName, minfo.FirstName, 
                    out rinfo, out stat, out msg); 
        if (!result || stat != AdwkRStatus.Success) 
        { 
            return null; 
        } 
        else 
        { 
            // 正常時の処理 
            var rbinfo = new ReservationBasicInfo() 
                { 
                    ReservationCode = rinfo.ReservationCode, 
                    MemberCode = rinfo.MemberCode, 
                    LastName = rinfo.LastName, 
                    FirstName = rinfo.FirstName, 
                    ScheduledDate = String.Format( 
                        "{0:yyyy-MM-dd}",rinfo.ScheduleDate), 
                    CruiseId = rinfo.CruiseId, 
                    LevelName = rinfo.LevelName, 
                    DeptName = rinfo.DeptName, 
                    DeptTime = String.Format("{0:00}:{1:00}", 
                        rinfo.DeptTime.Hours, rinfo.DeptTime.Minutes), 
                    ArrvName = rinfo.ArrvName, 
                    ArrvTime = String.Format("{0:00}:{1:00}", 
                        rinfo.ArrvTime.Hours, rinfo.ArrvTime.Minutes), 
                    AppliedPrice = String.Format( 
                        "{0:#,##0}", rinfo.AppliedPrice), 
                    AppliedTax = String.Format( 
                        "{0:#,##0}", rinfo.AppliedTax), 
                    BoardingFlag = rinfo.BoardingFlag 
                }; 
 
            // ==== WCF RESTクラゕント向けオプテゖミステゖック同時実行制御の例 ==== 
            Guid newETag = Guid.NewGuid();  //←[4] 
            context1.Session[SVars.CurrentETag] = newETag;  //←[5] 
            WebOperationContext.Current.OutgoingResponse.SetETag(newETag); //←[6] 
            // ==== 
 
            return rbinfo; 
        } 



 

 

    } 
    catch 
    { 
        // セッションタムゕウトほか、すべて InernalServeErrorとして返す 
        throw new WebFaultException( 
            System.Net.HttpStatusCode.InternalServerError); 
    } 
} 
 
// Webからの削除 
string IReservation.DeleteReservationByRCode(string reservationCode) //←[7] 
{ 
    const string formatSuccess = "予約番号 {0} のデータを削除しました。"; 
 
    // ASP.NETレベルのセッションが保持するユーザー情報を取得 
    HttpContext context1 = HttpContext.Current; 
 
    try 
    { 
        // コンポーネントを取得(セッション単位で維持) 
        BLComp3 comp3 = context1.Session[SVars.BLComp3] as BLComp3; 
        if (comp3 == null) 
        { 
            // セッション変数の中に、参照で使用したBLComp3が 
            // 見つからない場合は、タムゕウトとして例外にする 
            throw new WebFaultException( 
                System.Net.HttpStatusCode.InternalServerError); 
        } 
 
        // ==== WCF RESTクラゕント向けオプテゖミステゖック同時実行制御の例 ==== 
        // 直近で参照したデータのETag(サーバー側で控えたもの)と、 
        // クラゕントが If-Matchヘッダーで送信したものが同一であるか確認 
        Guid currentETag; 
        try 
        { 
            // この例では実装していないが、 
            // コンポーネント側でデータを更新した場合、 
            // 更新後のデータに紐付けた新しいGUIDになっている 
            currentETag = (Guid)context1.Session[SVars.CurrentETag]; //←[8] 
        } 
        catch 
        { 
            // タムゕウトなどが原因で、控えていたETagが見つからない場合 
            throw new WebFaultException( 
                System.Net.HttpStatusCode.InternalServerError); 
        } 
        // 次のメソッドで、クラゕントからの If-MatchヘッダーのETag値をチェック 
        // 一致しない場合は、 
        //    WebFaultException(System.Net.HttpStatusCode.PreconditionFailed) 
        // をスローする。このため、これ以降は実行されない。 
        // ★検証する場合は、次の2行のコメントを解除してください★ 
        WebOperationContext opContext1 = WebOperationContext.Current;   //←[9] 
        opContext1.IncomingRequest.CheckConditionalUpdate(currentETag); //←[10] 
        // ==== 
 
        // 予約データの削除 
        AdwkRStatus stat; 
        string msg; 



 

 

        bool result; 
        result = comp3.DeleteReservationByRCode(  //←[11] 
                    reservationCode, out stat, out msg); 
        if (result) 
        { 
            return String.Format(formatSuccess, reservationCode); 
        } 
        else 
        { 
            switch (stat) 
            { 
                // ==== WCF RESTクラゕント向けオプテゖミステゖック同時実行制御の例 
                // (データ競合発生時の、試験的なクラゕントへの通知) 
                case AdwkRStatus.OptimisticConcurrencyError:  //←[12] 
                    throw new WebFaultException(                //←[13] 
                        System.Net.HttpStatusCode.PreconditionFailed); 
                // ==== 
 
                // その他の削除エラーは InternalServerErrorとして返す 
                default: 
                    throw new WebFaultException( 
                        System.Net.HttpStatusCode.InternalServerError); 
            } 
        } 
    } 
    catch (WebFaultException) 
    { 
        // すでに WebFaultException 例外が発生していれば、 
        // ステータスコードが設定済みなので、そのまま例外をスローする 
        throw; 
    } 
    catch 
    { 
        // 例外発生は、すべて InternalServeErrorとして返す 
        throw new WebFaultException( 
            System.Net.HttpStatusCode.InternalServerError); 
    } 
} 
 

例 37. Entity Tag を使用したクライアント側のオプティミスティック同時実行制御（抜粋） 

ReservationConformOpt.aspx（AdwkWebApp プロジェクトの members フォルダー） 

// 予約番号(予約コード)による予約検索 
function queryByCode() {  //←[14] 
 
    （略） 
 
    // 現在のユーザーの予約情報取得 
    var rinfo = null; 
    var xmlHttp = new XMLHttpRequest();  //←[15] 
    var url = "/AdwkWebApp/members/ReservationService.svc" + 
                "/Reservations?rcode=" + reservationCode.value; 
    xmlHttp.open("GET", url, false); 
    xmlHttp.send();  //←[16] 
    if (xmlHttp.status == 200) {  //ステータスコードの確認 
        var result = xmlHttp.responseText; 
        if (result != "") { 
            eval("rinfo =" + result + ";"); 



 

 

        } 
    } else { 
        alert("恐れ入りますが、現在、予約手続きを進めることができません。" + 
                "のちほど、はじめからやり直してください。(" + 
                xmlHttp.status + ", " + xmlHttp.statusText + ")"); 
        initPage(); 
        return; 
    } 
 
    （略） 
 
    if (rinfo.BoardingFlag == "1") { 
        confirmStatus.innerHTML = "乗船済み"; 
        toDeleteConfirm.style.display = "none";  // [削除確認へ]ボタンの非表示切替 
        currentReservationCode = null;           // 乗船済みは予約番号退避しない 
        currentETag = null;  // ETagは退避しない(予約データを変更しないため) 
    } else { 
        confirmStatus.innerHTML = "未乗船"; 
        toDeleteConfirm.style.display = "inline"; 
        currentReservationCode = rinfo.ReservationCode; 
        currentETag = xmlHttp.getResponseHeader("ETag"); // ETagを退避←[17] 
        alert(currentETag);  //←[18] 
    } 
 
    （略） 
 
} 
 
// 予約確認時の予約番号退避(ただし未乗船の場合のみ) 
var currentReservationCode; 
 
// 現在参照している予約データに紐付いた E-Tagを退避(削除の際に必要) 
var currentETag; //←[19] 
 
    （略） 
 
// 削除実行 
// (queryByCode関数でcurrentReservationCodeに 
//  予約番号が設定済みであることが前提) 
function deleteExecute() {  //←[20] 
 
    （略） 
 
    // 削除すべき予約データの予約コードを指定して呼び出し 
    var xmlHttp = new XMLHttpRequest();  //←[21] 
    var url = "/AdwkWebApp/members/ReservationService.svc" + 
                "/Reservations?rcode=" + currentReservationCode; 
    xmlHttp.open("DELETE", url, false); 
    xmlHttp.setRequestHeader("If-Match", currentETag); // ETagを追加 ←[22] 
    xmlHttp.send(); //←[23] 
    var result; 
    if (xmlHttp.status == 200) { 
        result = xmlHttp.responseText; // 戻り値は文字列 
    } else if (xmlHttp.status == 412) {  // Precondition Failed ←[24] 
        // クラゕントが送信時に、If-MatchヘッダーにETagを含めなかったか、 
        // 含めてもサービス側のETagと一致しない場合は Precondition Failed となる 
        alert("恐れ入りますが、この予約データは他から更新されたため、" + 
                "削除することができません。(" + 



 

 

                    xmlHttp.status + "," + xmlHttp.statusText + ")"); 
        return; 
    } else { 
        alert("恐れ入りますが、現在、削除手続きを進めることができません。" + 
                "のちほど、はじめからやり直してください。(" + 
                    xmlHttp.status + ", " + xmlHttp.statusText + ")"); 
        return; 
    } 
 
    （略） 
 
} 

まず、前述の（a）から（g）までの手順を、サンプルコードの対応箇所を当てはめると次のように

なります。ざっと以下の対応関係に目を通したのち、このあとは、各実装者の立場にたって、サービ

ス側とクラゕント側、それぞれの実装内容を個別に確認しましょう。 

 

（a）クラゕント側の[15]から[16]でサービスを照会、サービス側の[4]から[6]で ETag を割り振っ

て返信 

（b）クラゕント側の[17]で ETag 退避 

（c）クラゕント側で任意のデータ更新、サービス側で任意のデータ変更追跡と ETag の更新 

（d）クラゕント側の[21]から[23]でサービスに削除要求、[22]で If-Match 要求ヘッダーにオリジ

ナルの ETag を設定 

（e）サービス側の[10]で ETag を検証 

（f）サービス側の[10]で ETag が一致しない場合は、WebFaultException 例外が発生し、自動的にス

テータスコード 412 が返る 

（g）サービス側の[10]で ETag が一致した場合は、それ以降の予約の削除が実行される 

 

サービス側では、クラゕント側に返すデータに関して ETag の関連付けを行う必要があります。こ

の例 36 では、[1]のデータを照会する QueryReservation1ByRCode メソッドの中で、[3]のコンポーネ

ントのメソッド呼び出しでデータを照会したのち、データを返す際に、[4]のようにユニークな GUID

を生成して、[5]でセッション変数に退避しています。 

ここでは、簡単にするため、現在参照されている 1 件分のデータだけの ETag を退避しており、現

在参照中のデータは、[2]のセッション変数に退避された BLComp3 コンポーネント（変数 comp3）の

内部の ObjectContext に維持されています。つまり、セッション変数には、1 件のデータと、それに対

応する 1 つの ETag が保持されています。 

複数のデータを返すような実装の場合は、データごとに異なる ETag を関連付けて管理します。 

また、この例の[6]では、クラゕント側へ返すべく ETag 応答ヘッダーに値を設定するため、SetETag

メソッドを使用しています。 

註: ASP.NET 開発サーバー上の ASP.NET 互換モード環境下では、この SetETag メソッドを使用して

も、うまくヘッダーに設定できません。IIS 7 の統合パプランモードを使用すれば、このメソッ

ドは動作できます。 



 

 

これでクラゕント側には、非接続の状態のデータが渡り、クラゕントは変更作業ができます。

これと並行して、各データがサービス側で変更されるならば、サービス側の ETag も連動して、別のユ

ニークな値に更新するようにします。（このサンプルのサービスでは、サービス側で更新されるケー

スはないので、実装されていません。ただし、その代わりに、BLComp3 コンポーネント内で、

ObjectContext によるデータの競合の検出や例外処理の対応をしており、オプテゖミステゖック同時実

行制御に対応済みなので、特に問題はありません。） 

また、サービス側で必要な実装としては、手順（e）から（g）があり、この一連の手順は、[10]に

記述された CheckConditionalUpdate メソッドの呼び出し 1 つで実現できます。 

この CheckConditionalUpdate メソッドは、引数で渡されたサービス側の現在の ETag（ここでは変

数 currentEtag）が、If-Match 要求ヘッダーの値と一致するかチェックするメソッドです。そして、一

致しない場合には、WebFaultException（HttpStatusCode.PreconditionFailed）が発生し、これ以降の

処理は中断され、クラゕントにはステータスコード 412（Precondition Failed）が返ります。また、

一致した場合には、この CheckConditionalUpdate メソッドは何もしないので、次行以降の削除処理が

実行されます。 

一方、クラゕント側の実装としては、データ照会の際に受け取った ETag を温存し、そのデータの

更新をサービスに対して要求する際には、同じ ETag を If-Match 要求ヘッダーで送信する必要があり

ます。また、ステータスコード 412 を受け取った場合には、データの競合への対処を行う必要があり

ます。 

具体的に例 37 では、[15]から[16]の手順でデータを照会したのち、[17]で ETag 応答ヘッダーにゕク

セスして、ETag の値を取得し、変数 currentTag に退避しています。なお、[18]は実験的に ETag の値

を表示するためのものです。 

そして、[21]から[23]の手順で、サービス側へ予約削除の要求をするとき、[22]のように If-Match 要

求ヘッダーには、サービスから受け取った ETag の値をそのまま設定して送信します。 

応答を受取った際には、[24]のようにステータスコードを調べ、412（Precondition Failed）である

ならデータの競合が発生しているので、処理を中止したり、その旨をユーザーに通知したりするなど、

相応の対処をします。 

このように、クラゕント側の実装は、.NET 固有の実装コードを必要としない手順であり、HTTP

のやり取りができる様々なクラゕントで、オプテゖミステゖック同時実行制御を実現できます。 

以上、REST における HTTP ベースのオプテゖミステゖック同時実行制御の手順を確認しました。 

 

参考までに、実際に検証する手順の概要を以下に記載しておきます。（前提知識として、IIS の管理

ツールを使って、IIS 7 を構成できる必要があります。また、AWTS サンプルプログラムの基本的な操

作手順は、AWTS サンプルセットゕップガドを参照してください。） 

 

・検証のための参考手順 

1. IIS 7 をンストールする際には、ASP.NET を有効にするほか、以下のオプションが有効で

あることを確認します。これらのオプションは、管理ツールを利用可能にするほか、サン



 

 

プルに含まれる静的コンテンツの表示できるようにし、また、Visual Studio のメニュー操

作から IIS 上での ASP.NET Web ゕプリケーションの実行を可能にします。 

 管理コンソール 

 静的コンテンツ 

 IIS 6 メタベース互換 

2. IIS 7 上に、AdwkWebSite などの名前を付けた Web サトを新規作成します。 

3. 作成したこの Web サトのポートを 8080 に設定します。（サンプルで使用している

ASP.NET 開発サーバーとポート番号が重複するので、ASP.NET 開発サーバーを終了してお

きます。） 

4. この Web サトに割り振ったゕプリケーションプールでは、統合モードを使用するよう

に設定します。 

5. AdwkWebApp プロジェクトのプロジェクトデザナーの［Web］タブでは、IIS を使用す

るように変更します。プロジェクトの URL は、http://localhost:8080/AdwkWebApp にしま

す。 

6. プロジェクトデザナーの設定を保存する際に、IIS 上での仮想デゖレクトリの作成を問う

プロンプトが表示されるので、仮想デゖレクトリを作成させます。 

7. 上記の設定が済んだら、以下のプロジェクトを実行します。 

 AdwkRService ソリューションの AdwkRService プロジェクト 

 AdwkMService ソリューションの AdwkMSesrvice プロジェクト 

 AdwkWebApp ソリューションの AdwkWebApp プロジェクト 

 AdwkWpfApp ソリューションの AdwkWpfApp プロジェクト 

8. ブラウザーで ReservationRegister.aspx（運行予定照会/予約ページ）を開き、予約データ

を登録します。予約番号をメモに控えておきます。 

9. ブラウザーで ReservationConfirmOpt.aspx（例 37）を開き、メモした予約番号を指定して、

該当するデータを表示させます。（この時点で ETag を取得するので、メッセージボック

スに ETag が表示されます。） 

10. AdwkWpfApp ゕプリケーションから、同一の予約番号に関して、乗船手続きを行います。 

11. 再びブラウザーに戻り、ReservationConfirmOpt.aspx 上で、予約の削除を実行します。 

12. するとデータの競合が発生し、クラゕントにステータスコード 412 が返り、このことが

メッセージボックスに表示されることを確認します。 

 

  

http://localhost:8080/AdwkWebApp


 

 

まとめ 

以上、第 3 部では WCF における REST 対応サービスの具体的な実装方法や関連する Visual Studio 

2010 の使用方法について取り上げました。ここでは、実際のゕプリケーションの中で、WCF 関連の

テクノロジをどう活用するのかを確認していただくために、基本的な REST 対応サービスやクラゕ

ントを作成したほか、AWTS サンプルプログラムを題材にして、重要な実装例や、そのコードに至る 

Visual Studio の操作のポントなどを確認しました。 

ここでは、WCF の REST におけるすべての機能を網羅的に解説したわけではありませんが、ここで

取り上げたことから、REST を使いこなす上での「着眼点」や「指針」、「コツ」など掴み取っていた

だければ幸いです。 

 

 

 


