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.NET Framework 4 の概要 

コンピュータを取り巻く環境は 21 世紀に入ってからの約 10 年で大きな変化を遂げまし

た。20 世紀後半のンターネットの商的利用開始をきっかけとして、現在ではコンピュー

タ、そしてコンピューテゖングにとってンターネットは欠かせない存在になったといって

も間違いではないでしょう。 

この環境の変化に伴って、ソフトウェゕのゕーキテクチャも大きく変化をしてきました。ス

タンド ゕローンのソフトウェゕ全盛の時代は終わりを告げ、ンターネットに依存したソ

フトウェゕが登場し、ンターネット自体がソフトウェゕのプラットフォームとして利用さ

れるようになりました。 

現在、マクロソフトは「3 スクリーン + クラウド」時代の到来を見据えています。これ

は PC に加えて、携帯デバス (Windows Phone)、テレビ コンソールという 3 つのデバ

スをクラウド サービスでつなぐことで、ユーザーによりよいコンピューテゖング環境を

提供しようというものです (これを聞いて、「Information at your fingertips (指先から情報

を)」というフレーズを思い出す人もいらっしゃるかもしれません)。 

このような時代に、ユーザーにとって魅力的なソフトウェゕを、開発者が効率よく開発する

ためには何が必要になるでしょうか。 

 Web とデスクトップのシームレスな統合 ： Web やクラウドをベースとしたサービ

スと、デスクトップで動作するソフトウェゕにはそれぞれの利点があります。マク

ロソフトが目指しているのは、これらを組み合わせてコンピューテゖング資源を最大

限に活用し、ユーザーによりよいエクスペリエンスを提供することです。 

 異なるプラットフォームやテクノロジー間での相互運用性 ： ンターネット上には、

さまざまなサービスがさまざまなテクノロジーを用いて展開されています。それらの

サービスを相互に利用できることには大きなメリットがあります。 

 多様なデバス、ハードウェゕへの対応 ： 3 スクリーンが示すとおり、ンターネ

ット上のサービスを利用するデバスには PC 以外にも多くの種類があります。そう

であれば、既存のプログラミング資産をこれらのプラットフォームに対しても効率よ

く利用できることには大きなメリットがあるはずです。 



 

 

 開発者の手になじんでいるプログラミング言語を用いた効率よい開発 ： 開発者には

それぞれ好みのプログラミング言語があります。C# が好きな人もいれば、Visual Basic 

からは離れられないという人もいるでしょう。あるいは、Ruby での開発に大きな喜

びを感じる人もいるでしょう。さまざまな人がさまざまな言語を用いて開発できる、

共通の基盤があることは重要です。 

 多様なシナリオへの対応 ： ソフトウェゕが解決する問題は多種多様ですし、これを

解決するためにゕプリケーションが利用するテクノロジーやその形態も多岐にわたり

ます。プログラム開発のための基盤が多くのシナリオに対応することで、ソフトウェ

ゕを開発する際には大きなメリットが得られます。 

 

.NET Framework は、こうした要素を満たすべくマクロソフトが設計し、10 年にわたって

進化を続けてきたンターネット時代のゕプリケーション開発用フレームワークです。 
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.NET Framework 2.0～3.5 の間は、共通言語ランタム(Common Langauge Runtime、CLR) 

と呼ばれるプログラムの実行環境は変更せずに、その上に各種のラブラリを構築すること

で、.NET Framework は熟成を重ねてきました。新しいバージョンの .NET Framework 4 で

は CLR もバージョンゕップをすることで、現在のトレンドを取り入れるとともに、コンピ

ューテゖングの将来に向けて大きな機能強化が図られています。 

.NET Framework の構成要素 

.NET Framework の構成要素を機能別に分類すると、次の図のようになります。 
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 共通言語ランタム ： .NET ゕプリケーションの実行環境です。.NET Framework 4 で

は、CLR にセキュリテゖ設定 / コード コントラクトの導入 /動的言語ランタム 

(Dynamic Language Runtime , DLR) / CLR のンプロセス サド バ サド実行な

どの変更が加えられています。 

 基本 クラス ラブラリ(ベース クラス ラブラリ) ： .NET ゕプリケーション用の

基本的なクラスを提供するラブラリです。並列プログラミング対応 (タスク並列ラ

ブラリ、PLINQ) / Managed Extensibility Framework (MEF、.NET ゕプリケーション

用の機能拡張フレームワーク) といった機能が追加されています。 

 Web ： .NET Framework では ASP.NET が Web ゕプリケーション / Web サービス

に関する統一的なフレームワークを提供しています。ASP.NET 4 では、URL ルーテゖ

ングのサポートなど、コゕ機能の拡張に加えて、ASP.NET MVC や ASP.NET Dynamic 

Data のサポートなど、Web プログラミングに多様性をもたらす画期的な機能が統合

されています。 

 Windows ： .NET Framework 3.0 で、従来の Windows フォームに加えて、よりリ

ッチなユーザー エクスペリエンスを提供するための基盤として Windows 



 

 

Presentation Foundation (WPF) が導入されました。.NET Framework 4 では、WPF の

進化と Windows 7 への対応が大きなテーマとなっています。 

 サービス ： Windows Communication Foundation (WCF) はサービス指向のゕプリケ

ーションのための統一された通信基盤を提供します。シンプルなプログラミングの背

後に、さまざまな通信テクノロジーを隠ぺいすることで、サービスを効率よく開発可

能にすることが、その目的です。WCF 4 では、さまざまな面で熟成が進みました。

WCF Data Service をはじめとする、WCF 4 は、SOAP ベースのサービスに加えて、

RESTful なサービスを開発するためのフレームワークとしての能力も高まっています。

一方の Windows Workflow Foundation (WF) は、ワークフローゕプリケーションを開

発するためのフレームワークです。WF4 は、従来のバージョンから大きな進化を遂げ、

また、WCF と WF の統合サービスでも新たな機能が追加されています。 

 データゕクセス ： ADO.NET は .NET Framework が標準で提供するデータ ゕクセス

技術です。その中心となる Entity Framework は、データ表現を概念モデルと論理モ

デル、それらのマッピングの 3 つの要素に分離することで、透過的なデータ ゕクセ

ス モデルを提供します。Entity Framework  では、外部キー対応 / モデル フゔース

ト / POCO のサポートなどの機能拡張が行われています。LINQ は C# や Visual 

Basic に、構文レベルでのデータ ゕクセス手法を提供します。.NET Framework 4 で

は並列プログラミングに対応しました。 

以下では、これらの要素について詳しく見ていきます。 

共通言語ランタム(Common Language Runtime, CLR) 

CLR は、.NET Framework 上で動作するソフトウェゕ (すなわち .NET ゕプリケーション) の

実行環境です。C# や Visual Basic などで作成されたゕプリケーションは、ネテゖブ コー

ドではなく、CLR が解釈可能な中間言語 (MSIL) で記述されたゕセンブリという単位にコン

パルされます。そして、ゕプリケーションの実行時には CLR がゕセンブリをネテゖブ 

コードへと変換し、ゕプリケーションの実行が行われます。ゕセンブリに対しては厳密なバ

ージョンの管理が可能になっており、また、異なるバージョンのゕセンブリを並列に配置す

ることが可能です。これにより、DLL Hell (異なるバージョンの DLL が上書きされ、ゕプリ

ケーションが動作しなくなる問題) を避けることができます。 

.NET Framework 2.0 ～ 3.5 では、CLR のバージョンは 2.0 のままで変化はありませんでし

た。これが意味するのは、.NET Framework 3.0 や 3.5、3.5 Service Pack 1 で追加された機能

は基本的に CLR の上に位置する各種のフレームワークやラブラリとして実装され、CLR 



 

 

自体には手が加えられなかったということです。そのため、.NET Framework 2.0 ベースのゕ

プリケーションは何の問題もなく、.NET Framework 3.5 Service Pack 1 でも動作をします。 

これに対して、.NET Framework 4 では、CLR に以下のようなさまざまな改善が加えられて、

そのバージョンは .NET Framework のバージョンと一致するように「4」にゕップされてい

ます。 

 セキュリテゖ設定 ： 従来は、マシン レベルのセキュリテゖにはコード ゕクセス セ

キュリテゖ(CAS) が使用されてきましたが、.NET Framework 4 ではマシン レベルの

セキュリテゖでは原則使用されないようになりました。 

 コード コントラクト ： コード コントラクトを活用することで、デバッグ / テスト 

/ ドキュメント作成などの面でコードの記述性が向上します。 

 ンプロセス サドバサド実行 ： .NET Framework 4 では単一プロセス内で異

なるバージョンの CLR をサドバサド実行できるようになっています。これに

より、.NET Framework 4 ベースで作成したゕプリケーションが、以前のバージョンの 

CLR ベースのゕセンブリを含んでいる場合でも、CLR のバージョンに起因する問題が

発生する可能性が下がります。 

 動的言語対応：動的言語のサポートもまた時代の要請です。動的言語には、ソース コ

ードが簡潔に記述可能、リフゔクタリングやコードの変更が比較的容易などの利点が

あります。こうした利点を .NET Framework 上でも扱えるようにすべく、DLR が CLR 

上に実装されました。 

セキュリテゖ設定 

.NET では、セキュリテゖを制御するための手段として、大きく次の 2 つの技術が提供され

ています。 

 ロール ベース セキュリテゖ 

 コード ゕクセス セキュリテゖ 

ロール ベース セキュリテゖは、プログラムを実行しようとしているユーザー (あるいは他

のプログラムを起動するプログラム) が、その時点でどのようなロールに属しているか (ど

のような権限を与えられているか) に基づいてゕクセス制御が行われます。.NET では、カス

タムの認証方式を構築する場合に、このセキュリテゖ ポリシーを使用するのが一般的です。

しかしながら、この方式のセキュリテゖには問題点があります。それは不正なプログラムで



 

 

あっても、それを実行しようとするユーザーが強力な権限を持つロールに属していれば、誰

もその実行を止められないというものです。 

これに対して、コード ゕクセス セキュリテゖ (CAS) とは、セキュリテゖ ポリシーに従っ

て、コードの出所 (エビデンス) を基に「処理」や「行為」に対してゕクセス権を設定する

ものです。つまり、ユーザーにどのような権限があるかに関係なく、コードがどのようなも

のであるかを基に、実行やリソースへのゕクセスの許可 / 拒否が決定されます。ユーザー

が強力な権限を持つロールに属していたとしても、コード ゕクセス セキュリテゖでは、不

正と思われるコードの実行を防止できます。 

バージョン 4 よりも前の .NET Framework では、CAS がコンピュータ全体に適用されるセ

キュリテゖ機構として提供されてきました。しかし、CAS にもいくつかの問題があります。

1 つには、これがネテゖブ ゕプリケーションについては適用されないことが挙げられま

す。CAS は .NET Framework が提供するセキュリテゖ機構ですから、その対象となるのは 

CLR 上で動作するプログラムだけです。さらに、CAS には構成が複雑であったり、混乱を

招く原因になったりするという問題もあります。たとえば、同一のマネージ コードをハー

ドデゖスクから起動した場合には問題がなくとも、そのフゔルを含むデゖレクトリをフゔ

ル共有し、UNC 名で起動した場合には、これがネットワーク経由のフゔルであり、不

正であるとみなされ、例外が発生したりします。物理的に同じフゔルでも、ゕクセスの経

路が異なるだけで実行できたり、実行できなかったりというのは混乱のもとです。また、バ

ージョン間での引き継ぎがないため、.NET Framework のバージョンが変わると複雑な CAS 

設定をもう一度やり直す必要があるのもシステム管理者にとっては悩みの種となりかねま

せん。 

こうしたことから、.NET Framework 4 では、コンピュータ レベルのセキュリテゖ ポリシ

ーはデフォルトで無効となりました。これにより、コンピュータ レベルでのマネージ コー

ドの実行に関する挙動は次のようになります。 

 Windows エクスプローラーやコマンド プロンプトから直接起動される (他のプログ

ラムでホストされない) マネージ コードは完全信頼で実行されるようになります 

(つまり、すべてのコードを制限なく実行することが可能です)。 

 Internet Explorer や ClickOnce、ASP.NET などでホストされる (あるいはサンドボッ

クス内で実行される) マネージ コードについては、そのホストで決定されるポリシー

に従って実行されます。つまり完全信頼もしくは部分信頼 (一部のコードに実行制限

が設けられます) のどちらかで実行されます。これは以前と同じ挙動です。 



 

 

このとき、ホスト (あるいはサンドボックス) で実行されるコードは、そのホストやサンド

ボックスで許可されているゕクセス権限を持つものとして実行されます。これを透過性モデ

ルと呼びます。 

OS レベルのセキュリテゖ機構としては、Windows Software Restriction Policies (SRP) など

を使用することになります。SRP はマネージ コードにもネテゖブ コードにも適用が可能

な、シンプルな信頼機構を提供します。 

.NET Framework 4 では、レベル 2 のセキュリテゖ透過性モデルも導入されます。セキュリ

テゖ透過性モデルでは、コードを次の 3 種類に分類します。 

 セキュリテゖ クリテゖカル コード ： 完全信頼で実行され、すべてのコードの呼び

出しが可能なコードです。危険なコードを実行できるため、透過コード (安全なコー

ド) からはセキュリテゖ クリテゖカルなコードを直接呼び出すことはできません。こ

のコードはゕセンブリでは SecurityCritical 属性で指定されます。 

 セーフ クリテゖカル コード ： セーフ クリテゖカル コードは完全信頼で実行され

ますが、透過コードから呼び出しが可能なコードです。セーフ クリテゖカル コード

が公開するのは、完全信頼のコードのうちの一部だけであり、このモードでは正確性

やセキュリテゖに関する検証が行われます。透過コードからクリテゖカルな処理を呼

び出すには、一度、セーフ クリテゖカル コードを経由しなければなりません。そし

て、この過程で各種の検証が行われ、問題がなければクリテゖカルなコードが実行さ

れます。このコードはゕセンブリの SecuritySafeCritical 属性を持ちます。 

 透過コード ： 安全なコードの呼び出しのみが許可されているコード、すなわち安全

な処理を行う安全なコードのことです。ゕセンブリの SecurityTransparent 属性で示

されます。このコードが部分信頼で実行される場合は、そのドメンのゕクセス許可

セットで許可されている動作しか許可されません。透過コードから呼び出しが可能な

のは、透過コードおよびセーフ クリテゖカル コードのみです。クリテゖカル コード

を呼び出すことはできません。透過コードは、権限の上昇やゕサートを実行できず、

安全でないコードや検証不可能なコードを含むこともできません。また、呼び出せる

コードに各種の制限があります。これにより、安全な動作のみを行うことが保証され

ます。 

 これ以外に、レベル 2 のセキュリテゖ透過性モデルでは、ゕセンブリに 

AllowPartiallyTrustedCallers 属性を指定することも可能です。これは、デフォルトは

透過コードですが、個々の型やメンバにそれよりも上位の権限を持つ属性を指定でき

ることを表します。 



 

 

レベル 2 のセキュリテゖ透過性モデルでは、このようにセーフ クリテゖカル コードとい

うバリゕを設けることで、ゕプリケーション プログラムとして実行されるコードと、その

ンフラとして実行されるコードを分離するようになっています。 

コード コントラクト 

コード コントラクトとは、メソッドやプロパテゖと、それらを呼び出す側のコードとの間

で結ばれる契約 (contract) のことです。この契約はコードが持つ権利と義務がどのようなも

のであるかを表します。 

コード (メソッドやプロパテゖ) を呼び出す側から見た場合、その義務とは呼び出すコード

に対して適切な引数を与えることであり、その権利とは適切な引数を与えた場合に自分の望

んでいる処理結果が得られることになります。 

一方、呼び出される側のコード (メソッドやプロパテゖ) から見ると、その権利とは呼び出

し側から適切なパラメータを受け取ることであり、義務とは適切なパラメータを受け取った

場合には契約に沿った処理結果を呼び出し側に返すことです。 

さらにいえば、呼び出される側では、コードの実行開始時に正常な状態にあるオブジェクト

が、コード実行終了後にも正常な状態にあることを保証する必要があります (コードの実行

開始から実行終了までの間は、オブジェクトは正常な状態になくともかまいません。たとえ

ば、リンク リストの操作を行うメソッドがあったとすると、実行開始直後から実行終了直

前までは、リンクを結びなおすために、オブジェクトは一時的に正常ではない状態となるで

しょう)。 

契約が遵守されている間は、呼び出し側と呼び出される側はお互いにエラーとなる状況を考

慮する必要がなくなり、また、それらのコードが扱うオブジェクトが一貫して正常な状態に

あることが保証されます。こうしたソフトウェゕ設計の方法のことを「契約による設計」と

呼びます。なお、この概念は、プログラミング言語 Eiffel の設計者でもあるバートランド メ

ヤー氏がその著書『オブジェクト指向入門』で提唱したものです。 

コード間での契約 (コントラクト) を明記 (表明) することで、プログラム コードが何を意

図したものなのかがはっきりとし、また、それらの情報をデバッグやテスト、ドキュメント

生成に積極的に活用することができるようになります。 

コード  コントラクトでは契約を次の  3 つの要素で指定します。これらの要素は、

System.Diagnostics.Contracts 名前空間で提供されます。 

 事前条件 



 

 

 事後条件 

 オブジェクト不変性 

事前条件 (preconditions) とは、コード (メソッドやプロパテゖ) の実行にあたって、呼び出

し側が適切な値をコードに渡しているかを判断するための条件です。前提条件は以下に示す 

Contract ク ラ ス の  3 つ の  静 的 メ ソ ッ ド 、 Requires 、 Requires<TException> 、

EndContractBlock を利用して記述します。 

メソッド 説明 例 

Requires 事前条件を記述します Contract.Requires(i >= 0) 

Requires<TException> 事前条件を記述します。

事前条件が満たされな

い 場 合 に は 例 外 

TException を送出しま

す 

Contract.Requires<ArgumentException>(i 

>= 0) 

EndContractBlock if-then-throw 形式で事

前条件を記述している

場合に、事前条件部分の

記述が終了したことを

示すマーカーとして使

用します 

if (...) throw new ArgumentException(); 

 ...;  

Contract.EndContractBlock(); 

 

最後の EndContractBlock は、事前条件を記述するメソッドの入り口で、事前条件を次のよ

うな if-then-throw 形式で記述している場合に、どこまでがコントラクトの記述であるかを

示すためのマーカーです。 

public int foo(int i) 

{ 

    if (i < 0) 

        throw new ArgumentException(); 

    ... 

    Contract.EndContractBlock(); // ここまでがコントラクトの記述 

    ... 

} 

 



 

 

事後条件 (postconditions) とは、コードに事前条件を満たすデータが渡された場合に、その

コードが実行終了時に返す値に関する義務 (保証) を表します。事後条件も Contract クラ

スの静的メソッド (Ensures、EnsuresOnThrow<TException>) を用いて記述します。また、

サポート メソッドとして OldValue<T>、Result<T>、ValueAtReturn<T> の各メソッドが提

供されています。 

メソッド 説明 例 

Ensures 通常終了時に返す値についての事後条

件を記述します 

Contract.Ensures(r > 

Contract.OldValue(r)); 

EnsuresOnThrow 

<TException> 
例外を送出する場合の事後条件を記述

します。このとき、例外 TException が

送出されます 

Contract.EnsuresOnThrow

<IOException>(file == 

null); 

OldValue<T> コードの実行開始直後のパラメータあ

るいはフゖールドの値です 

Contract.Ensures(count == 

Contract.OldValue(count)+

1); 

Result<T> コードの戻り値の値です Contract.Ensures(Contract.

Result<int>() > 0); 

ValueAtReturn<T

> 
メソッドに out パラメータがある場

合、メソッド終了時のそのパラメータ

の値を表します 

Contract.Ensures(param 

== 

Contract.ValueAtReturn(ou

t res)); 

 

オブジェクト不変性 (object invariant) とは、正常な状態にあるオブジェクトが保つべき条

件を表します。オブジェクト不変性は、ContractInvariantMethod 属性を持ったメソッド内

に、Contract クラスの Invariant メソッドを使用して記述します。このとき、不変性を記述

するメソッド内には、Invariant メソッド以外のメソッドを記述しません。また、ユーザー

がこのメソッドを呼び出す必要もありません。 

ほかにも Contract クラスの Assert メソッド、Assume メソッドを使用して、コード コン

トラクトを記述することができます。これらは、今までは Debug.Assert メソッドを使用し

ていた部分で同様に使用できます。 

メソッド 説明 



 

 

Assert 実行時 ： 条件チェックを行います。条件が false なら、ゕナラ

ザのエスカレーション ポリシーに従って振る舞います(デフォルト

ではデバッガにゕタッチするか、診断ダゕログを表示します) 

静的分析時 ： 静的チェッカーは可能な限り Assert の結果を取得

します 

Assume 実行時 ： Assert と同じように振る舞います 

静的分析時 ： 条件が実際に成立するかどうかに関係なく、静的チ

ェッカーに条件が true であると通知します 

 

たとえば、ある文字列を渡して、その文字列値を整数に変換した値を返す、次のようなコー

ドがあったとします。 

static int getInt(string s) 

{ 

    return int.Parse(s); 

} 

 

このコードには明らかに問題があります。以下のような呼び出しを行うと FormatException 

例外が発生します。 

getInt("Bad String"); 

 

これを避けるために、以下のようなコードを書くかもしれません。 

static int getInt(string s) 

{ 

    if (Regex.IsMatch(s, "^¥¥d+$")) 

        return int.Parse(s); 

    else 

        throw new ArgumentException("string must contain only digits"); 

} 

 

しかし、これは本当に正しいコードなのでしょうか。このコードが意図しているのは、0 ～ 

9 の文字だけで構成される文字列から整数値を取り出すことと思われます。そうであれば、

呼び出し側が常にその条件を満たすような引数を与えることで、上記のようなメソッドで本

当にしたいこととパラメータ チェックが混在しているコードを書く必要はなくなるはずで

す。このような場合に、コードの意図を事前条件として表明します。コード コントラクト

を使用して、事前条件を表明したコードの例を以下に示します。 



 

 

static int getNum(string s) 

{ 

    Contract.Requires(Regex.IsMatch(s, "^¥¥d+$"), "string must contain only digits"); 

    return int.Parse(s); 

} 

 

これなら、コードの意図がはっきりとわかります。このコードが受け取るのは 0 ～ 9 だけ

を含んだ文字列です。これが呼び出し側のコードの義務です。実行時に "Bad String" のよ

うな文字列を渡せば、それはもちろん例外となりますが、これは呼び出し側がコード コン

トラクトを守っていないからであり、これを是正すべきは呼び出し側のコードなのです。 

一方、getNum メソッドの事後条件はどのようになるでしょうか。このメソッドは、0 ～ 9 

だけで構成される文字列から整数値を返すのですから、戻り値を文字列化したものとパラメ

ータが正規表現でマッチすればよいでしょう。これを示したのが次のコードです。事後条件

についても、事前条件と同様、メソッドの先頭で示します。 

static int getNum(string s) 

{ 

    Contract.Requires(Regex.IsMatch(s, "^¥¥d+$"), "string must contain only digits"); 

    Contract.Ensures(Regex.IsMatch(s, "0*" + Contract.Result<int>().ToString())); 

    return int.Parse(s); 

} 

 

このように、事前条件と事後条件を明確にすることで、メソッドの本体は非常にシンプルに

記述可能になります。 

ここまでで、コード コントラクトがどんなものかはわかったかもしれません。しかし、実

際にはどのような使い道があるのでしょうか。今までどおり、Debug.Assert を使えば問題

ないと思う方もいらっしゃるかもしれません。コード コントラクトには次のような用途と

利点があります。 

 Debug.Assert は、プログラム実行時のある時点でのデータの診断しか行いませんが、

コード コントラクトの場合は、事前条件、事後条件、オブジェクト不変性を記述する

ことで、より包括的にデータやオブジェクトの正当性を診断できます。 

 実行時にコード コントラクトのチェックが行えます。これには MSIL を書き換えて、

コントラクトのチェック コードを埋め込むリラター (ccrewriter.exe) と呼ばれる

ツールが使われています。 

 静的なコード コントラクトのチェックが行えます。 



 

 

 ドキュメント生成機能により、コード コントラクトをもとにしたドキュメントの生成

が可能です。 

動的言語ランタム (Dynamic Language Runtime,  DLR) 

最近のプログラミング言語の大きなトレンドの 1 つに動的言語 (動的型付け言語) があり

ます。C# や Visual Basic などの静的型付け言語では、コンパル時に型チェックが行われ

ますが、動的 (型付け) 言語では型は実行時に動的に決定されます。このことには、ソース コ

ードが簡潔に記述可能、リフゔクタリングやコードの変更が比較的容易 (コード全体に散ら

ばっている静的な型情報を変更する必要がないため) などのメリットがあります (もちろん、

逆にデメリットも存在します)。これが動的言語の全体としての魅力と生産性を高めていると

いえます。 

.NET Framework 4 では、.NET Framework 上でこうした言語を実装し、使用することを目的

として CLR 上に DLR が構築されています。.NET 構想を提唱した際にマクロソフトが C# 

や Visual Basic など、CLR 上で実行される言語を複数用意したのは「手慣れた言語で .NET 

開発を行える」ようにするためでした。そうした観点からいえば、DLR を提供するのは、

CLR で提供した静的言語の多様性を、動的言語にまで拡張するためともいえるでしょう。実

際、DLR 上で動作する言語として、IronRuby (Ruby の DLR 実装) と IronPython (Python の 

DLR 実装)、マネージ JavaScript (JavaScript の DLR 実装) が現在開発されています。 

DLR のゕーキテクチャを以下の図に示します。 

動的言語ランタム (DLR)

式ツリー 動的デゖスパッチ
コード サト

キャッシング

.NET Silverlight Python Ruby Office

IronPython IronRuby C# Visual Basic etc

オブジェクト

バンダー

JavaScript

バンダー

Python

バンダー

Ruby

バンダー

COM

バンダー

 

DLR 上では動的言語のセマンテゖクスは式ツリーを用いて表現されます。また、動的言語の

オブジェクトに対する操作は「動的コール サト」内で行われますが、その処理は動的に

デゖスパッチされます。このとき、オブジェクトの型情報と実行された処理などの情報をキ

ャッシュすることで、再度、同じ型のオブジェクトに対して同じ処理が行われた場合の処理

を高速化できます (コール サト キャッシング)。 



 

 

DLR は動的言語をサポートするための機能を提供しますが、それだけではありません。.NET 

Framework 4 では、C# と Visual Basic が動的な機能を扱えるように拡張されています。 

静的型付け言語から動的な特徴を持つオブジェクトを扱えるようになる ： たとえ

ば、C# では dynamic キーワードを使用することで、動的なオブジェクトを宣言で

きます。 

 

DLR 上で動作する言語間の相互運用性が提供される ： たとえば、IronRuby で作

成したオブジェクトを C# から利用したり、あるいはその逆も可能です。あるいは、

IronPython から Office を操作することもできます。ある言語で作成されているラ

ブラリを別の言語から利用することも可能です。 

これらの処理ではバンダと呼ばれる機構が使われます。バンダとは、振る舞いをどのよ

うに実行するかを定めるもので、連携しているオブジェクトのどのメソッドを呼び出すかと

いったことがバンダにより規定されます。 

このように、DLR は .NET Framework 上に動的言語を実装するためだけのものではありま

せん。動的な機能や相互運用性を従来の言語に付加することで、より幅広い多様性を実現し

ているといえます。 

ンプロセス サドバサド実行 

.NET Framework では、従来からゕセンブリのサドバサド実行をサポートしていまし

た。これにより、複数のゕプリケーションが異なるバージョンの .NET Framework を要求し

ている場合でも、それぞれのゕプリケーションが要求するバージョンの CLR 上でホストさ

せることが可能となっていました。 

その一方で、単一プロセス内でホスト可能な CLR は 1 つだけとなっていました。複数の 

CLR を 1 つのプロセス内で実行することはできないということです。これはゕプリケーシ

ョンが統一された環境で開発されている場合には特に問題にはならないでしょう。しかし、

マネージ COM ゕドンのように、ゕプリケーションに対して後付されるゕセンブリが存在

する場合には問題の種となります。 

ゕプリケーションが、古いバージョンの CLR を要求するゕドンと、新しいバージョンの 

CLR を要求するゕドンを使用する状況になった場合、どちらのバージョンの CLR でこれ

らをホストすればよいのでしょうか。.NET Framework 4 以前は、マネージ COM ゕドン

はそれが要求するバージョンに関係なく、最新バージョンのランタムか、すでにプロセス

内にロードされているバージョンのランタムで動作するようになっていました。 



 

 

このようなランタムのバージョンに起因する問題を避けるべく、.NET Framework 2.0 ～ 

3.5 Service Pack 1 までは、CLR 自体には変更は加えられず、その上に各種のフレームワー

クが構築される形で .NET Framework は進化を続けてきました。このため、.NET Framework 

2.0 ベースのソフトウェゕを .NET Framework 3.5 Service Pack 1 環境で実行する場合でも

互換性に関連する問題は発生しないようになっていました。 

しかし、.NET Framework 4 では CLR にさまざまな面で改善が加えられています。もちろん、

そのバージョンも変わりました。これは、上記の問題が再燃する可能性を秘めているという

ことです。これを解決するために、.NET Framework 4 では、1 つのプロセス内で複数の CLR 

を共存させることが可能となっています。実際には、.NET Framework 3.5 までのランタム

については、これらのうちのいずれか 1 つを選択して実行できます。これを「ンプロセ

ス サドバサド実行」と呼びます。 

 

どのバージョンのランタムが共存可能かを示したのが次の表です。 

.NET Framework のバージョン 1.1 2.0 ～ 3.5 4 

1.1 － × ○ 

2.0 ～ 3.5 × － ○ 

4 ○ ○ － 

 

上の表からは、たとえば、.NET Framework 4 のランタムと 2.0 のランタムを同一プロ

セスに読み込み可能なことがわかります。 

ンプロセス サドバサド実行により、次のようなメリットが得られます。 

 コンピュータに新しいバージョンの .NET Framework をンストールしても、既存の

ゕプリケーションには影響がありません ： この結果、システム管理者や PC の一般



 

 

ユーザーは、既存のゕプリケーションとの互換性に心配することなく、.NET 

Framework の新バージョンをンストールできます。 

 ゕプリケーション / ゕドンは、それらの開発で使用されたバージョンの .NET 

Framework 上で動作します ： 実行環境に対象バージョンのランタムが存在しない

場合、これまでは新バージョンのランタムを使って、ゕプリケーションやゕドン

が実行されていましたが、.NET Framework 4 以降では新バージョンでの実行を明示的

に指定しない限りは、このような振る舞いをしなくなりました。そうではなく、開発

に使用していたバージョンのランタムをダウンロードするように、ユーザーにダウ

ンロード リンクを表示し、ダウンロードされたランタムを使用して、実行が行われ

るようになります。開発者から見ると、これはビルド時に使用したバージョンのラン

タムが実行時にも使われることが保証されるということです (ただし、オーバーラ

ド可能)。 

ラブラリについては、まだ問題は残るので注意が必要です。ゕプリケーションが直接読み

込むラブラリについては、依然としてゕプリケーション ドメンのランタムが使われ

るため、ラブラリの開発とゕプリケーションの開発で使用される .NET Framework のバー

ジョンが異なっていた場合には、ラブラリはゕプリケーションが開発されたバージョンの

ランタム上で実行されることになります。このような状況に対処すべく、.NET Framework 

4 では下位互換性を高いレベルで実現するように注力しています。しかし、以前に開発した

ラブラリが .NET Framework 4 でも動作するかどうかのテストは必要になるでしょう。 

基本クラス ラブラリ(Base Class Library , BCL) 

基本  クラス  ラブラリ  (BCL) は、 CLR の上に構築されている言語中立な  (.NET 

Framework 上で使用されるすべての言語から利用できる) クラス ラブラリです。このラ

ブラリが各種の数値型や文字列型、その他 .NET Framework の基盤となるクラス群を提供

します。.NET Framework 4 では、BCL にもさまざまな機能追加が行われています。その中

でも大きなものが次の 2 つです。 

 Managed Extensibility Framework (MEF) ： .NET ゕプリケーションが共通に使用で

きる、動的なゕプリケーション拡張用フレームワークです。 

 並列プログラミング対応 ： マルチコゕ / メニーコゕ CPU が広く普及した現在では、

PC のコンピューテゖング能力をフルに活用するためには、並列プログラミングに関

するテクノロジーが必須となりつつあります。.NET Framework 4 では、マネージ コ

ード / ゕンマネージ コードの両者で、並列プログラミングをサポートします。 



 

 

Managed Extensibility Framework (MEF) 

Managed Extensibility Framework (MEF) は、.NET ゕプリケーション用の動的ゕプリケーシ

ョン拡張フレームワークです (この機能は System.ComponentModel.Composition.dll で提

供されます。従って、MEF の機能を使用するには、この DLL の参照を追加し、対応する 

using ステートメントを記述する必要があります)。 

MEF は、型制約を緩くすることなく、プログラムの実行時に拡張ポント (プログラム中の

ゕドンやプラグンの接続個所) を介して、その機能を拡張できるようにすることを目的

としています。 

ここで重要になるのが次の 5 つの概念です。 

 パーツ (part) ： MEF では、ゕプリケーションはさまざまなパーツから構成されるも

のだとみなしています。各パーツは、他のパーツに何らかのサービスを提供したり、

あるいは他のパーツが提供するサービスを利用したりします。 

 ンポート (import) ： パーツ (ゕプリケーションや拡張機能) で、他のパーツのサ

ービスを必要とする部分のことをンポートと呼びます。 

 エクスポート (export) ： パーツが提供するサービスのことをエクスポートと呼びま

す。 

 構成 (compose) ： パーツのンスタンスが作成される際には、MEF により、パー

ツのンポートを満たすようにエクスポートとの構成が行われます。 

 コントラクト ： ンポートとエクスポートを結びつけるための識別子あるいは契約

です。ンポートが必要とするコントラクトと、エクスポートが提供するコントラク

トが一致するもの同士が MEF によって構成されます。多くの場合、ンポート / エ

クスポートの属性記述をもとに自動的に生成されたコントラクトを使用すれば十分で

あり、このような場合にはコントラクトは明示的に指定する必要はありません。 

MEF ではパーツのンポートやエクスポートは属性を用いて宣言的に記述されますが、こ

れらは実行時に検出することができます。これにより、プログラム実行時の動的な機能拡張

が可能となっています。 

ゕ プ リ ケ ー シ ョ ン の 拡 張 ポ  ン ト  (  ン ポ ー ト ) は  Import 属 性 

(System.ComponentModel.Composition.ImportAttribute クラス) または ImportMany 属性



 

 

で指定します。以下の例では、1 つの拡張ポントに対して複数のエクスポートを持てるよ

うに ImportMany 属性でンポートの指定を行っています。 

public class TestAddin 

{ 

    [ImportMany(typeof(IAddin))] 

    private IAddin[] Addins { get; set; } 

 

    ... 

} 

 

この例ではコントラクトを明示的に指定しています ((typeof(IAddin)) の部分)。コントラク

トは、多くの場合、次のようにンターフェス (または抽象クラス) として記述します。

特定のクラスではなく、ンターフェスを使用することで、ンポート側のパーツとエク

スポート側のパーツとを分離できます。 

public interface IAddin 

{ 

    void DoSomething(); 

} 

 

この例に対応するエクスポートの例を以下に示します。エクスポートには Export 属性 

(System.ComponentModel.Composition.ExportAttribute クラス) を指定します。 

[Export(typeof(IAddin))] 

public class Addin1 : IAddin 

{ 

    public void DoSomething() 

    { 

        Console.WriteLine("hello from addin 1"); 

    } 

} 

 

ンポートのコントラクトには IAddin ンターフェスが指定されていたので、エクスポ

ートはこれを実装するクラスとなっています。 

あとはンポートとエクスポートを構成 (compose) して、実際のパーツを組み立てるだけ

です。MEF では、拡張機能の結合において次のような概念を使用しています。 

 カタログ ： カタログは、指定したソースから利用可能なパーツの検索を行います。

この検出処理の結果が、パーツのカタログとなります。 

 コンテナ ： 構成可能なパーツを格納し、ンポートとエクスポートの構成を行って、

パーツのンスタンスを作成します。 



 

 

以下に構成を行うコードの例を示します。ここでは、TestAddin クラス (ンポート側クラ

ス) のコンストラクタでこれを行っています。 

public TestAddin() 

{ 

    var catalog = new AggregateCatalog(); 

    catalog.Catalogs.Add(new DirectoryCatalog("Addins")); 

    catalog.Catalogs.Add(new AssemblyCatalog(typeof(TestAddin).Assembly)); 

 

    var container = new CompositionContainer(catalog); 

    container.ComposeParts(this); 

} 

 

このコードからわかるように、カタログにはいくつかの種類があります。 

 TypeCatalog ： 指定した型から、利用可能なパーツを検索します。 

 AssemblyCatalog ： ゕセンブリをソースとして、利用可能なパーツを検索します。 

 DirectoryCatalog ： 指定したデゖレクトリから、利用可能なパーツを検索します。 

 AggregateCatalog ： 各種のカタログを集約したカタログです。 

上のコード例では、ゕセンブリとデゖレクトリからパーツを検索し、これらを 1 つのカタ

ログ  (AggregateCatalog) にまとめています。そして、カタログをもとにコンテナ 

(CompoisitionCaontaner オブジェクト) を作成しています。カタログに集められるのは、構

成に利用できるパーツの定義情報です。コンテナはこの情報を利用して、パーツのンスタ

ンスを作成します。 

作成したカタログにはエクスポートをしているパーツが収集されているので、最後に、ン

ポート側である TestAddin オブジェクト自身を指定して ComposeParts メソッドを呼び出

し、実際のパーツの構成を行っています。 

このようにして作成したパーツは、たとえば、次のようにして使います。 

public void CallAddins() 

{ 

    foreach (var addin in Addins) 

    { 

        addin.DoSomething(); 

    } 

} 

 



 

 

ンポート (拡張ポント) である Addins プロパテゖは、コントラクトを満たすパーツ 

(エクスポート) の配列です。ComposeParts メソッドの呼び出しにより、パーツの構成が行

われた結果、この配列には作成したパーツのンスタンスが格納されます。その各要素に対

して、コントラクトで提示されている DoSomething メソッドを呼び出しています。 

以下は作成したパーツ (つまり、ンポートとエクスポートを含んだゕプリケーション全体) 

を実際に作成し、利用する例です。 

class Program 

{ 

    static void Main(string[] args) 

    { 

        TestAddin test = new TestAddin(); 

        test.CallAddins(); 

        Console.ReadLine(); 

    } 

} 

 

これを実行すると、たとえば、次のように出力が行われます (ここでは、Addins デゖレク

トリに 2 つのゕドンが、TestAddin クラスと同一のゕセンブリに組み込みのゕドンが 

2 つあるものとします)。 

hello from addin 1 

hello from addin 2 

hello from builtin addin 3 

hello from builtin addin 4 

 

まとめると、MEF ではゕプリケーションをパーツという機能単位に分割し、動的にゕプリ

ケーションを拡張できるようにしています。ンポートはパーツが必要とする機能を示しま

す。エクスポートはパーツが提供する機能を示します。ンポートとエクスポートは対応す

るコントラクトをもとに構成されます。パーツの構成時には、カタログによって、パーツを

収集し、これをコンテナを用いて構成します。 

タスク並列ラブラリ、PLINQ 

ハードウェゕの進化とともに、並列プログラミングへの要求が高まってきました。マルチコ

ゕ CPU を搭載した PC が広く普及した現在では、そして、より多数のコゕが搭載されるで

あろう将来には、ハードウェゕの性能をフルに引き出すには並列プログラミングをサポート

したテクノロジーが必須です。 

なお、ここでいう並列プログラミング (Parallel Programming) とは、単一の処理対象を複数

の処理単位 (タスク) に分割して、並列に実行することを意味します。これに対して、複数



 

 

の独立したタスクを同時に実行することを指して、同時実行または並行 (conccurent) と呼

びます。 

並列プログラミングには大きな問題があります。プログラムを破たんさせることなく、複数

のスレッドを操るのが非常に難しいからです。レース コンデゖション (競合状態)、デッド

ロックは、数十年間にわたって、数多くの優秀なプログラマの悩みの種となってきました。

複数のスレッドを同期させながらの処理では、多くの場合は正常に動作していても、ふとし

たタミングでその処理結果に異常が発生したり、プログラムがフリーズしたりといった問

題が発生することがよくあります。 

従来のスレッド プログラミング  モデルが抱えていた難しさを解消するために、 .NET 

Framework 4 では、タスク ベースの新たな並列プログラミング モデルが導入されました。 

 

これらの構成要素の概要を以下にまとめます。 

 マネージ同時実行ランタム / ネテゖブ同時実行ランタム ： 並列プログラミン

グ モデルの基盤となる部分です。 

 マネージ ラブラリ ： .NET 言語で並列プログラミングを行うための 2 つラブラ

リ、タスク並列ラブラリ (Task Parallel Library、TPL) と PLINQ (Parallel LINQ) を提

供します。TPL は System.Threading.Tasks 名前空間配下で機能が提供されます。

PLINQ は System.Linq 名前空間の拡張メソッドの形で提供されます。 

 ネテゖブ ラブラリ ： ネテゖブ コードから使用可能な、並列パターン ラブ

ラリ (Parallel Pattern Library、PPL) と非同期エージェント ラブラリを提供します。



 

 

PPL では parallel_for() や parallel_for_each() など、並列処理を行うための関数が提供

されます。 

 マネージ言語 ： C# 4、Visual Basic 10、F# などの言語から TPL や PLINQ の機能を

利用します。 

 データ構造 ： 並列プログラミングで利用する各種のデータ構造を提供します。 

同時実行ランタムはユーザー モードで動作するタスク スケジューラを用いて、スレッド

よりも軽量に実行の切り替えが可能なタスクの実行をホストします。タスクとは上で述べた

とおり、単一の処理対象全体を複数に分割したもので、ランタム上で他のタスクとは独立

して同時実行されます。この概念を以下の図に示します。 

 

タスクはプログラム スレッドからグローバル キューに入れられた後、ランタム上のスレ

ッド プールに存在するワーカー スレッドへと処理がデゖスパッチされます。実際に処理を

行うワーカー スレッドは、個々にローカル キューを持っており、ワーカー スレッド内で

作成されたタスクなどは、このキューに置かれます。このとき、ワーカー スレッドの負荷

に応じて、別のワーカー スレッドへ自動的にタスクの振り分け (スチーリング) が行われる

場合もあります。このように、同時実行ランタムは実際に処理を行うスレッドを抽象化し、

負荷分散を含む、各種の処理を自動的に行ってくれるのです。 

そして、タスクなどの要素をプログラミング言語上から使用するために提供されるのが、タ

スク並列ラブラリ (TPL) と PLINQ です。TPL は System.Threading.Tasks 名前空間配下

で提供されます。たとえば、Parallel クラスは並列ループを行うためのメソッドを提供しま

す。以下は単純な for ループを並列化した例です。 

Parallel.For(0, 1000, i => 



 

 

{ 

    // 並列実行可能な処理 

}); 

 

実際に行う処理は Action<T> 型のデリゲートとして渡します。ここでは、ラムダ式の形で 

Parallel.For メソッドに渡しています。内部的には、これがタスクとして同時実行ランタム

内でスケジューリングされます。 

PLINQ (Parallel LINQ) は  LINQ を並列処理できるように拡張したものです。 LINQ 

(Language-Integrated Query) 自体は、C#、Visual Basic の言語構文の形でクエリを実行でき

るようにする機能で、.NET Framework 3.5 で導入されました。LINQ を使用すると、コレク

ション、SQL Server データベース、ADO.NET のデータセット、XML といったデータに対

して、統一的な形式の言語構文を使用してゕクセスできます。この機能を並列プログラミン

グに拡張したものが PLINQ です。 

PLINQ の機能のほとんどは System.Linq 名前空間の ParallelEnumerable クラスのメソッ

ドとして提供されています。その代表的なものが AsParallel 拡張メソッドです。簡単には、

これを従来の LINQ クエリのソースシーケンスに付加するだけで、LINQ クエリが並列化さ

れます。以下に例を示します。 

// LINQ 

var q1 = from v in ai where v > 500 select v; 

 

// PLINQ 

var q2 = from v in ai.AsParallel() where v > 500 select v; 

 

PLINQ では、このほかにも以下に示すようなメソッドが使用できます (一部)。 

メソッド 説明 

AsSequential() クエリを並列ではなくシーケンシャルに実行するように指

示します 

AsOrdered() ソースシーケンスの順序を保つように指示します (昇順あ

るいは降順に並べ替えるわけではありません) 

AsUnordered() ソースシーケンスの順序を保つ必要がないことを指示しま

す 

WithCancellation() キャンセル トークンを渡し、PLINQ がこのトークンの状態

を定期的にチェックして、必要であれば、処理をキャンセル



 

 

するように指示します 

WithDegreeOfParallelism() クエリの並列実行に使用するプロセッサの最大数を指定し

ます 

ForAll() マルチスレッド化した列挙メソッドで、foreach ループより

も高速にクエリ結果を処理することが可能です 

 

PLINQ では、クエリは並列に実行されるため、通常、ソース シーケンスの順序どおりにク

エリが実行されるとは限りません (ほとんどの場合、そのソース シーケンスの順序どおりに

は処理されないでしょう)。クエリ結果の順序がソース シーケンスの順序に従ったものにな

るようにするには、AsOrdered メソッドを使用します。これを使用すると、内部でバッフゔ

リングと並べ替えが行われ、ソース シーケンスの順序に従って、クエリの結果が並べ替え

られます。クエリ自体は並列に実行されますが、追加の処理が発生するため、全体の処理時

間は AsParallel を使った場合よりも低速になります。 

また、PLINQ の処理結果に対して、foreach ループで要素を列挙する場合、クエリそのもの

は並列に行われても、個々のクエリ結果をメン スレッド側でマージする必要があります。

場合によっては、すべてのタスクの終了を待ち、結果をマージするための待ち時間が無視で

きないものになることがあります。つまり、処理を高速化するために PLINQ を使ったはず

が、思ったほどの速度向上が見込めない場合があるということです (それでも、AsOrdered 

メソッドを使うような場合には、これはやむを得ません)。このような場合には、PLINQ が

提供する ForAll メソッドを使用します。ForAll メソッドでは、最後のマージ処理を行わず、

また、クエリ結果に対する処理自体も並列に実行してくれます。以下に例を示します。 

var q2 = from v in ai.AsParallel() where v > 500 select v; 

 

// 通常の foreach 

foreach (int i in q2) 

{ 

    System.Console.WriteLine(i); 

} 

 

// PLINQ の ForAll 

q2.ForAll(i => { System.Console.WriteLine(i); }); 

 

並列処理は、うまく使えば確かに CPU の処理能力を最大限に引き出せますが、使いどころ

を誤ると、逆に処理速度の低下を引き起こす場合もあります。どこまでを並列化するかが処



 

 

理の高速化のカギとなるでしょう。たとえば、上の処理に対して、TPL の Parallel.ForEach を

使うとどうなるかを考えてみるのもおもしろいでしょう。 

その他の機能拡張 

MEF と並列プログラミングサポート以外にも、ベース クラス ラブラリには以下に示す

ような機能拡張が行われています。 

 コゕ データ型の追加 (BigInteger、Tuple、SortedSet) 

 I / O の改善 (メモリマップト フゔル、統一キャンセル モデル) 

 バックグラウンド ガベージ コレクション 

Web 

ASP.NET は動的な Web サト、Web ゕプリケーション、Web サービスを構築するため

のフレームワークです。ASP.NET 4 では以下に示す機能が拡張 / 追加されています。 

.NET Framework 4

ASP.NET 4

ASP.NET MVC

ASP.NET AJAX

ASP.NET Ajax Library

Ajax Control Toolkit

ASP.NET Dynamic Data

 

 コゕ機能 ： 構成の簡略化、Web 標準準拠の強化、パフォーマンス向上などが図られ

ています。 

 Web フォーム ： URL ルーテゖングのサポート、ViewState の強化、SEO 対策など

の機能が追加されています。 

 ASP.NET AJAX ： クラゕント サドのテンプレートの追加など、大きく機能が追

加されました。 



 

 

 ASP.NET MVC ： MVC (Model - View - Controller) パターンによる Web ゕプリケー

ション開発をサポートします。 

 ASP.NET Dynamic Data ： データ駆動型ゕプリケーションの迅速な開発をサポート

します。 

ASP.NET 4 の特徴を一言でいってしまえば、多様な Web サトや Web ゕプリケーション

を構築するためのプラットフォームとしての熟成、となるでしょう。ASP.NET で Web ゕプ

リケーションを作成するといえば、Web フォームがその第一の選択肢でした。しかし、

ASP.NET 4 では、Web フォームとは異なる特徴を持つ 2 つのフレームワークが正式にサポ

ートされています。こうした多様性を提供することで、ASP.NET はより多くの Web ゕプリ

ケーション開発のシナリオに対応できるものとなっています。 

ASP.NET 4 のコゕ機能 

ASP.NET 4 のコゕ機能に加えられた機能強化としては以下のようなものがあります。 

 Web 標準準拠の強化 ： ASP.NET 4 では、XHTML 1.0 Strict として HTML 要素を生

成するようになりました。これを有効にするには Web.config に以下の記述を行いま

す。 

<system.web> 

  <pages controlRenderingCompatibilityVersion="4.0"/> 

</system.web> 

 

 Web.config フゔルの縮小 ： これまでに行われてきた ASP.NET への機能追加や、

IIS 7 との統合などの結果、ゕプリケーションの構成情報が記述される Web.config フ

ゔルにはさまざまな情報が混在する状況となってしまいました。そこで、ASP.NET 4 

では、ゕプリケーション構成の主な要素を machine.config フゔルに移動し、

Web.config フゔルをシンプルにしています。個々の Web ゕプリケーションは、

machine.config フゔルに記述された構成を継承して使用します。Web.config フゔ

ルは通常は空か、ゕプリケーションが使用する .NET Framework のバージョンの指

定のみとなります。 

 セッション状態の圧縮 ： ASP.NET では、Web フゔームを構成して Web ゕプリケ

ーションをホストしている場合に、Web フゔーム全体のセッション状態を保存するに

は、ゕウト プロセスのセッション状態サーバー プロバダーか、SQL Server にこれ

を保存するセッション状態プロバダーを使用します。どちらにしても、セッション

状態をシリゕラズしてから、サーバーへと送信する必要があります。このセッショ



 

 

ン情報が大量であったとすると、シリゕラズされたデータも非常に大きなサズと

なってしまうでしょう。そこで、ASP.NET 4 では、ゕウト プロセスのセッション状態

プロバダーでデータの圧縮を行うオプションを提供しています。これには、

Web.config フゔルで sessionState 要素の compressionEnabled 属性を true に設

定します。この場合には、シリゕラズされたセッション状態が ASP.NET により圧

縮され、ゕウト プロセスのセッション状態サーバーへ送信されるようになります。圧

縮を行うため、CPU 負荷が高くなることには注意してください。セッション状態の送

受信でネットワーク帯域が圧迫されていなければ、無理にこれを使う必要はありませ

ん。 

 拡張可能な出力キャッシュ ： 出力キャッシュとは、生成した Web ページやコント

ロール、HTTP レスポンスをメモリにキャッシュしておく機能のことです。ASP.NET で

は、出力キャッシュを利用することで、ユーザーのリクエストに、より迅速に応えら

れるようになっています。ただし、キャッシュは常にメモリに存在するため、これが 

Web サーバーにとっては負荷となる場合がありました。ASP.NET 4 ではカスタムの

出力キャッシュ プロバダーを構成できるように、出力キャッシュ機能に手が加えら

れています。カスタムの出力キャッシュ プロバダーは、ローカル / リモートのデ

ゖスクやクラウド、分散キャッシュ エンジンなどに対して、HTML コンテンツの永

続化を行えます。サーバーのメモリ以外のストレージにキャッシュが可能となるため、

メモリ要求が厳しいサーバーでは、これは有効な対策となります。 

 自動開始 Web ゕプリケーション ： ASP.NET 4 が Windows Server 2008 R2 上の 

IIS 7.5 で動作している場合、Web ゕプリケーションを自動開始させることができま

す。初期化時に大量のデータの読み込みなどが必要となるような Web ゕプリケーシ

ョンでは、初回のリクエストを受け付けた時点でゕプリケーションをコールド スター

トすると、そのリクエストを処理するまでにかなりの時間がかかることがあります。

こうした場合に、自動開始機能が有用です。自動開始を有効にするには、

applicationHost.config フゔルの <applicationPools> 要素で <startMode> 属性を 

"AlwaysRunning" として、自動開始したいゕプリケーションを指定します。 

 RedirectPermanent ヘルパー メソッドの追加 ： Web ゕプリケーションでは、URL 

の変更はよくあることです。古い URL でのリクエストがあった場合、従来の ASP.NET 

では、Response.Redirect メソッドでこれを処理して、そのリクエストを新しい URL 

へとフォワードしていました。ASP.NET 4 では、これに加えて 

Response.RedirectPermanent メソッドを使用できます。両者の違いは Redirect メソ

ッドが発行するレスポンスが HTTP 302 であるのに対して、RedirectPermanent メソ



 

 

ッドは HTTP 301 だという点です。RedirectParmanent メソッドは SEO 対策として

有効です。Redirect メソッドを使用した場合、検索エンジンのクローラーが古い URL 

をゕクセスすると、HTTP 302 のために、検索エンジンが作成する検索リストには以

前の URL が残されてしまいます。一方、RedirectParmanent メソッドであれば、リ

ダレクト先の URL とともに HTTP 301 が返されるため、検索リストには新しい 

URL が登録されます。 

 HTML エンコード構文の強化 ： 「<%:」による HTML エンコード機能が追加され

ています。「<%: expression %>」という新しい記述方法は、従来の「<%= 

HttpUtility.HtmlEncode(expression) %>」と等価です。これにより、ページを記述して

いるコードの可読性が高まり、また、コード記述自体も簡単に行えるようになります。 

 jQuery サポート ： 高速かつ軽量な JavaScript ラブラリである jQuery がさまざ

まな面でサポートされます。たとえば、Web フォームや ASP.NET MVC  などでは、

デフォルトで Scripts フォルダに jQuery が用意されます。また、Visual Studio 2010 

では、jQuery も IntelliSense のサポート対象となっています (このために、

IntelliSense 用のコメントを含んだ jquery-1.x.x-vsdoc.js フゔルが提供されます)。

Visual Studio 2010 では jQuery のコードスニペットにも対応します。 

Web フォーム 

ASP.NET が提供する Web フォームを使用すると、Windows ゕプリケーションでおなじみ

のフォーム ベースの開発手法を用いて、対話性の高い Web ゕプリケーションを効率よく

開発できます。ASP.NET 4 では、以下のようにさまざまな点で機能が強化されています。 

 Page.MetaKeywords プロパテゖと Page.MetaDescription プロパテゖの追加 ： こ

れらは、SEO 対策に使えます。コードで「Page.MetaKeywords = "..."」や

「Page.Description = "..."」と書くか、あるいは aspx フゔルの @Page デゖレクテ

ゖブに Keywords 属性あるいは Description 属性として記述すると、HTML マークゕ

ップに、これらが meta タグとして記述されます。 

 ViewState 制御の強化 ： Web フォーム上のコントロールはステータス情報を 

ViewState と呼ばれる機構を使用して保持します (この実体は __VIEW_STATE と呼ば

れる非表示のコントロールです)。しかし、ViewState はコントロールによっては不要

な場合もありますし、ページに描画する内容によっては、そのサズが膨大なものに

なる場合もあります。Web フォームではユーザーの操作により発生するベントごと

に Web ブラウザと Web サーバー間でのラウンドトリップが発生するため、そのた



 

 

びに送信される ViewState のサズの増大は、Web ゕプリケーションのパフォーマ

ンスに影響を及ぼす場合があります。これを避けるために、以前のバージョンの 

ASP.NET では個々のコントロールごとに ViewState に情報を保持するかどうかを指

定できました。しかし、この指定は個々に行う必要があります。ASP.NET 4 では、

ViewStateMode プロパテゖを Control クラスに追加することで、VewState の設定を、

有効 / 無効 / 親コントロールから継承、の中から選択できるようになっています。

デフォルトは親コントロールから継承です。これにより、たとえば、パネルを配置し、

その ViewStateMode を Disable (無効) としたあとに、そこに各種の子コントロール

を配置したとすると、子コントロールの ViewStateMode は親コントロールであるパ

ネルを継承して、無効として扱われるようになります。その後、ViewState が必要な

コントロールについてのみ、この設定を変更することで、ViewState のサズを最小

限にとどめることができるようになっています。 

 ブラウザ / デバス対応の強化 ： ASP.NET は、Windows¥Microsoft.NET 

¥Framework¥<バージョン>¥Config¥Browsers フォルダにある各種の .browser フゔ

ルに格納されているブラウザ識別情報を使用して、クラゕントの Web ブラウザ

を識別し、最適な Web ページを生成するようなっています。ASP.NET 4 では、この

識別情報が更新され、Blackberry、Google Chrome、iPhone などへの対応が行われて

います (既存の識別情報についても更新が行われています)。また、ブラウザ機能プロ

バダーと呼ばれる機能を使用することで、ブラウザを識別するためのカスタム プロ

バダーも作成可能です。 

 Web フォームでの URL ルーテゖングのサポート ： URL ルーテゖングとは、物理

的なフゔルやデゖレクトリにはマッピングされていない URL をゕプリケーション

が受け取り、これを処理できるようにするための機能です。URL ルーテゖング機能を

使うことで、意味が明瞭でわかりやすい URL をユーザーに提供できます。また、SEO 

の面でも URL ルーテゖングは有効です。たとえば、ソフトウェゕに分類されるカテ

ゴリの製品一覧を取得するとしましょう。従来の ASP.NET Web ゕプリケーションで

あれば、このリクエストは「http://website/search.aspx?category=software」のような 

URL で処理されます。しかし、URL ルーテゖングを使用すると、

「http://website/search/software」のような URL を受け入れて、処理できるようにな

ります。URL ルーテゖング機能は、RouteTable クラス、Route クラス、

PageRouteHandler クラスなどで実現されています。たとえば、上記の URL ルーテゖ

ングを行うには、Global.asax の Application_Start メソッドにおいて次のような記述

を行います (ASP.NET MVC でも同様な URL ルーテゖングを行えますが、ASP.NET 

MVC での URL ルーテゖングの設定コードは若干異なっています)。 



 

 

public class Global: System.Web.HttpApplication 

{ 

    void Application_Start(object sender, EventArgse) 

    { 

        RouteTable.Routes.Add("SearchRoute", 

            new Route("search/{category}", 

            new PageRouteHandler("~/search.aspx"))); 

    } 

} 

 

 クラゕント ID の設定 ： ClientIDMode プロパテゖを使うと、サーバー コントロ

ールを Web ページに描画する際の id 属性の生成ルールを指定できます。 

 Chart コントロール ： ASP.NET 4 ではサーバー サド コントロールとして、新た

に Chart コントロールが追加されました。これは非常に強力なコントロールです。

Web フォームにこれを配置してデータソースを選択するだけで、数十種類のグラフの

中から適切な形式のグラフを選択して、見栄えのよいグラフを表示することが可能で

す。 

 

 

ASP.NET AJAX 

これまで、ASP.NET 上で AJAX を使用するためのフレームワークとして、ASP.NET AJAX お

よび ASP.NET AJAX Control Toolkit が提供されていました。前者はサーバー コントロール

および Microsoft AJAX Library と呼ばれる JavaScript ラブラリを、後者は AJAX サーバ



 

 

ー コントロールとエクステンダーを提供するものです。また、ASP.NET 4 では、クラゕ

ゕント JavaScript ラブラリとして、jQuery もサポートを提供します。 

ASP.NET AJAX における機能の強化点としては次のようなものがあります。 

 スクリプト ローダー ： 複数のスクリプトの並行ロードや、スクリプトの結合、遅延

読み込みをサポートします。 

 Web サービスとの連携 ： ASP.NET Web サービスや WCF Data Service など、各種

の Web サービスと連携をすることが可能です。 

 Content Delivery Network (CDN) ： ajax.microsoft.com ドメンで主要な 

JavaScript フゔルをホストするため、ASP.NET AJAX Library や jQuery の利用が簡

単かつ高速になります。 

クラゕント側のテンプレートと DataView コントロールを使用すると、多数のデータを含

んでいる Web ページの描画を簡潔に記述することができます。以下に、例を示します。 

<body xmlns:sys="javascript:Sys" 

      xmlns:dataview="javascript:Sys.UI.DataView"> 

 

  <form id="form1" runat="server"> 

 

    ... 

 

    <ul id="myList1" class="sys-template" sys:attach="dataview" 

        dataview:data="{{phoneNum}}"> 

      <li> 

        <strong>{{ Name }}</strong> : {{ Phone }} 

      </li> 

    </ul> 

 

    ... 

 

  </form> 

</body> 

 

この例では、DataView を宣言的にマークゕップしています。このとき、DataView にバ

ンドされている配列が次のようなものだったとします。 

var phoneNum = [{ Name: 'csharp', Phone:'111-222-3333' }, 

                   { Name: 'visual basic', Phone: '222-333-4444' }, 

                   { Name: 'fsharp', Phone: '333-444-5555'}]; 

 

すると、この Web ページは次のような出力となります。 



 

 

 

マクロソフトは CDN (Content Delivery Network) で ASP.NET AJAX や jQuery に関連す

るフゔルも提供しています。Microsoft Ajax CDN を使うには、たとえば、次のように記述

をします (0911 のようなリリース時期が URL に含まれていることからもわかるように、実

際の URL はこれとは異なる可能性があります)。これにより、ローカルに Scripts フォルダ

を作成して、js フゔルをコピーするといった手間を省けます。 

<script type="text/javascript" 

src="http://ajax.microsoft.com/ajax/beta/0911/MicrosoftAjax.js"></script> 

<script type="text/javascript" 

src="http://ajax.microsoft.com/ajax/beta/0911/MicrosoftAjaxTemplates.js"></script

> 

<script type="text/javascript" 

src="http://ajax.microsoft.com/ajax/beta/0911/MicrosoftAjaxAdoNet.js"></script> 

<script type="text/javascript" 

src="http://ajax.microsoft.com/ajax/beta/0911/MicrosoftAjaxDataContext.js"></scri

pt> 

 

あるいは、スクリプト マネージャー側で、次のように EnableCdn 属性を true に設定しま

す。この属性を true に設定すると、自動的に Microsoft AJAX CDN からスクリプトの読み

込みが行われるようになります。 

<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" EnableCdn="true" runat="server" /> 

 

ASP.NET MVC 2 

ASP.NET 4 では、もう 1 つの Web ゕプリケーション開発フレームワークとして、ASP.NET 

MVC が正式にサポートされます。ASP.NET MVC は Visual Studio 2008 用の追加コンポー

ネントとしてリリースされましたが、ASP.NET 4 ではバージョン 2 が標準搭載されます。 

ASP.NET MVC 2 は MVC パターンを ASP.NET 上に実装したもので、次のような特徴があり

ます。 

 HTML ベースでの UI の作成 



 

 

 UI とビジネス ロジックの分離 

 単体テストが容易 

 メンテナンスが容易 

 URL ルーテゖングによる、わかりやすい URL 

MVC パターンでは、ゕプリケーションを次の 3 つのコンポーネントに分割して開発が行わ

れます。 

 モデル (Model) ： データ表現とビジネス ロジックに相当します。 

 ビュー (View) ： モデルのプレゼンテーションを提供します。 

 コントローラー (Controller) ： ユーザーからの入力を受け付け、モデルとビューを

制御します。 

 

重要なのは、モデルとそのビューの間にコントローラーが介在し、それぞれを制御すること

で、ゕプリケーションのビジネス ロジックやデータと、その表現 (UI) との分離性を高めて

いる点です。これには、単体テストの容易性やメンテナンス性を高める効果があります。 

コントローラーは HTTP リクエストを受け付け、モデルに対して、初期化や更新などの処理

を行うように指示を出し、処理の結果をビューに渡します。以下にコントローラーにおける

処理の例を示します。 

public class BookController : Controller 



 

 

{ 

    // コントローラーが扱うモデル 

    Model1Container c = new Model1Container(); 

    ... 

 

    // ゕクション メソッド 

    public ActionResult List() 

    { 

        // ビューに表示するデータの取得 

        List<Book> list = c.BookSet.ToList(); 

 

        // ビューの更新 

        return View(list); 

    } 

 

    ... 

} 

 

コントローラーに HTTP リクエストが届くと、対応するゕクション メソッドが呼び出され

ます (HTTP リクエストとゕクション メソッドのマッピングには、ASP.NET が提供するる 

URL ルーテゖングが使用されます)。 

上の例なら、「http://website/Book/List」という HTTP リクエストが届くと、URL ルーテゖ

ングにより Book コントローラー (BookController クラス) の List メソッドが呼び出され

て、処理が行われます。このコードは、モデルから BookSet に含まれているすべての要素

を取り出し、これをビューに渡して Web ページを描画し、これを HTTP レスポンスとし

て返送するものです。 

ビューは、モデルやコントローラーから渡される ViewData を利用してページの描画を行い

ます。そして、その結果が HTTP レスポンスとしてクラゕントに戻されます。たとえば、

上のコードに対応するビュー (ビュー テンプレート) では、次のような処理を行うかもしれ

ません。 

<% foreach (var item in Model) { %> 

    <tr> 

        <td> 

            <%= Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=item.ID }) %> | 

            <%= Html.ActionLink("Details", "Details", new { id=item.ID })%> 

        </td> 

        <td> 

            <%= Html.Encode(item.ID) %> 

        </td> 

        <td> 

            <%= Html.Encode(item.title) %> 

        </td> 



 

 

        <td> 

            <%= Html.Encode(item.author) %> 

        </td> 

        <td> 

            <%= Html.Encode(item.price) %> 

        </td> 

    </tr> 

 

<% } %> 

 

ここでは、コントローラーから渡されたモデルの各要素を foreach で繰り返しながら、その

要素が持つプロパテゖをリスト表示しています。なお、上で使用している Html.ActionList メ

ソッドや Html.Encode メソッドは HTML ヘルパー メソッドと呼ばれるもので、ビューの

描画時に使用するためのサポート メソッドです。 

ASP.NET MVC 2 では、バージョン 1 の HTML ヘルパー メソッドに加えて「強く型付けさ

れた HTML ヘルパー メソッド」もサポートされます。強く型付けされたバージョンには、

コンパル時のエラー検出の強化、ビュー コード内での IntelliSense サポートの強化など

のメリットがあります。 

ビューは基本的には HTML ベースで記述しますが、.NET Framework が提供する各種のサポ

ートを利用可能ですし、jQuery などの高機能な JavaScript ラブラリを使用して Web ペ

ージを記述していくことも可能です。 

モデルはビジネス ロジックとそのデータ表現を担当し、ADO.NET Entity Framework や 

LINQ to SQL、あるいは通常の .NET Framework クラスのオブジェクトなどを使用して、こ

れを構築します。 

ASP.NET MVC 2 では、データの検証機構の面でも強化が図られています。これには、.NET 

Framework 3.5 Service Pack 1 で ASP.NET に追加された、ASP.NET Dynamic Data で導入さ

れている DataAnnotations 属性を使用します。これを使用するとモデルに対して、属性ベ

ースの検証ルールを記述できます。また、ビュー (UI) 側での入力を検証する HTML ヘルパ

ー メソッドである Html.ValidationMessageFor メソッドも提供されます。 

ASP.NET MVC 2 では、このほかにも以下のような部分で機能の追加が図られています。 

 エリゕのサポート ： コントローラーやビューをエリゕに分割します。分割したエリ

ゕは個々に開発を行うことができるので、ASP.NET MVC ベースの大規模ゕプリケー

ションを複数チームで開発するのが容易になります。 



 

 

 テンプレート ヘルパー ： テンプレート ヘルパーを使用すると、編集テンプレート

および表示テンプレートの記述時に、データとそのデータ型を自動的に関連付けられ

ます。 

ASP.NET Dynamic Data 

ASP.NET Dynamic Data はデータ駆動型の ASP.NET ゕプリケーションを作成するためのフ

レームワークで、.NET Framework 3.5 Service Pack 1 で導入された機能です。これを利用す

ると、コーデゖング量を大幅に減少させながら、迅速にデータ駆動型 Web ゕプリケーショ

ンを構築できます。 

ASP.NET Dynamic Data はデータ ソースと Web ゕプリケーションの間に位置し、プレゼン

テーション / データ / データ ソース マッピングの 3 つのレヤーから構成されます。 

レヤー 説明 構成要素 

プレゼンテーション データ エンテゖテゖを表示

する UI を作成するのに使用 

ページ テンプレート、エンテ

ゖテゖ テンプレート、フゖー

ルド テンプレート、フゖルタ

ー テンプレートおよび各種の

カスタム テンプレート 

データ データベースのエンテゖテゖ

を CLR 型として表現したデ

ータ モデルを格納 

メタ データ、スキーマ情報プ

ロ バ  ダ ー 、 ASP.NET Data 

Source コントロール 

データ ソース マッピ

ング 

ASP.NET Dynamic Data が使

用する要素 

LINQ to SQL 、 Entity 

Framework、 データ プロバ

ダーなど 

 

ページ テンプレートはデータベースのテーブル中のデータを Web ページとして表示する

際に使用されるテンプレートです。データのビュー (リスト / 詳細 / 編集など) ごとにテ

ンプレートが用意されています。エンテゖテゖ テンプレートやフゖールド テンプレート、

フゖルター テンプレートを使用して、ページ テンプレートをカスタマズすることで、デ

ータの表示レゕウトを変更できます。 



 

 

エンテゖテゖ テンプレートは ASP.NET 4 で ASP.NET Dynamic Data に追加されたテンプ

レートです。これは、特定のデータ (行やテーブル) 全体の表示方法をカスタマズするの

に使用されます。 

フゖールド テンプレートは、個々のデータ フゖールドの描画に使用します。ASP.NET 

Dynamic Data では、さまざまな種類のデータを表示するためのフゖールド テンプレートが

デフォルトで提供されています。 

フゖルター テンプレートは、データのフゖルタリングに使用します。 

ASP.NET Dynamic Data では、データ モデルをもとに、CRUD 操作を実行可能な Web ゕプ

リケーションが自動的に構築されます。これをスキャフォールデゖング (足場作成) と呼び

ます。作成元のデータ モデルとしては、ADO.NET Entity Framework か、LINQ to SQL を使

用可能です。 

簡単な例を挙げると、Visual Studio 2010 で「動的データ エンテゖテゖ Web ゕプリケーシ

ョン」プロジェクト (あるいはサト) を新規作成し、(データ モデルを Entity Framework 

とした場合) 既存のデータベース テーブルからエンテゖテゖ データ モデルを作成し、自動

生成されているコードの何カ所かを変更するだけで、データベースのデータを操作できる 

Web ゕプリケーションができてしまいます。 

 

プロジェクトを作成したら、データベースのテーブルからデータ モデルを作成します。

ADO.NET Entity Framework (.NET Framework 4 の Entity Framework) では、モデル フゔー



 

 

ストと呼ばれる機能が導入されたため、新規にデータモデルを作成してから、それをもとに

データベースを構築することも可能です。 

 

そして、Global.asax にある  RegisterRoutes メソッドでコメントゕウトされている 

DefaultModel.RegisterContext メソッド呼び出しを有効にし、使用するデータ モデルの型を

指定するように変更し、ScaffoldAllTables を true にします。 

DefaultModel.RegisterContext(typeof(Entities), new ContextConfiguration() 

{ ScaffoldAllTables = true }); 

 

 以上の作業で、データ駆動型 Web ゕプリケーションの基礎となる部分は完成です。クラ

ゕントには、各種のページ テンプレートを使用して生成された Web ページが表示され

ます。フゖールド テンプレートを使用すれば、データのレゕウトをカスタマズするこ

とも可能です。また、データ クラスに対して属性を記述し、各種の検証 (フゖールドが必須

か、データ範囲のチェック、型チェックなど) を行うこともできます。 

ASP.NET 4 における ASP.NET Dynamic Data の変更点としては次のようなものがあります。 

 既存プロジェクトでの Dynamic Data の利用 ： 以前のバージョンでは、ASP.NET 

Dynamic Data プロジェクトを選択しなければ、ASP.NET Dynamic Data を利用できま



 

 

せんでしたが、ASP.NET 4 では既存のプロジェクトでも ASP.NET Dynamic Data 機能

を利用することが可能です 

 ページ テンプレートの変更 ： 以前のバージョンでは、ページ テンプレートには 

DetailsView コントロールが使用されていましたが、ASP.NET 4 では FormView コン

トロールと DynamicEntity コントロールを使うように変更されています 

 エンテゖテゖ テンプレート ： 上記の変更に対応して、テンプレートとしてエンテゖ

テゖ テンプレートが追加されました。これは、データ モデルのオブジェクトをどの

ように表示するかを指定するもので、これをカスタマズしたり、独自に定義したり

することで、データのレゕウトを変更できます。実際には、ページ テンプレートに 

DynamicEntity コントロールを記述すると、実行時にこれが対応するエンテゖテゖ テ

ンプレートに置き換えられます。デフォルトでは Default.ascx、Default_Edit.ascx、

Default_Insert.ascx が提供されており、データ モデル オブジェクトは通常は 

Default.ascx に、編集時には Default_Edit.ascx に、挿入時には Default_Insert.ascx に

従ってレンダリングされます 

 URL および e-mail ゕドレス用のフゖールド テンプレートの追加 

 DynamicHyperLink コントロールによるリンクの作成 

 データ モデルの継承 

 多対多の関係の表示 / 編集機能 (.NET Framework 4 の Entity Framework のみ) 

 DisplayAttribute の追加 ： 以前のバージョンの ASP.NET Dynamic Data では、フゖ

ールドのキャプションの指定には DisplayNameAttribute を使用していましたが、

DisplayAttribute ではより詳細な指定が可能です (フゖールドの表示順序、フゖルター

の使用 / 不使用など) 

 EnumDataTypeAttribute の追加 ： これを使用すると、フゖールドの値を列挙型の値

にマップできます 

 フゖルター サポートの強化 



 

 

Windows 

Windows Presentation Foundation 4 

Windows Presentation Foundation (WPF) は、3D 描画や動画などを活用したリッチなユーザ

ー エクスペリエンスを提供するフレームワークです。2 次元あるいは 3 次元のベクター 

グラフゖックスや音声 / ビデオなどのメデゖゕ、ゕニメーション効果などを利用すること

で、これまでにない魅力的な UI を Windows  ゕプリケーションで提供できます。 

WPF では、その UI 構築には XAML が使われます。また、UI の記述とそれを処理するコ

ードを分離することで、開発者とデザナーのコラボレーションがより促進されます。 

WPF 4 では、Windows 7 の登場に対応し、使いやすく、効率的な開発が行えるように次の

ような面で機能が強化されています。 

 コントロールの追加 ： Calendar、DatePicker、DataGrid コントロールが追加されま

した。 

 

 



 

 

 

 Windows 7 のシェル統合 ： ジャンプ リスト、タスク バーとの統合が行われてい

ます。 

 Windows 7 のマルチタッチ対応 ： マルチタッチ機能に対応するために、各種の

ベントが追加されています。 

 Visual State Manager ： WPF コントロールの状態に応じて、そのビジュゕル表現を

簡単にカスタマズできるようにするための機構です。 

WPF 4 の大きな機能拡張の 1 つが Windows 7 対応です。これは大きく、シェル統合とマ

ルチタッチ サポートの 2 つに分けられます。 

Windows 7 のシェル統合については、たとえば、ジャンプ リストのサポートやタスク バ

ーへのサムネール表示方法の指定などの機能が追加されています。シェル統合機能は 

System.Windows.Shell 名前空間配下で提供されます。 

 ジャンプ リスト ： ジャンプ リスト自体を JumpList クラスが、その項目を 

JumpItem クラス (および、その子クラスである JumpPath クラスと JumpTask クラ

ス) が表します。また、ジャンプ リストに項目を追加できなかった場合には 

JumpItemsRejected ベントが、ユーザーによりジャンプ リストの項目が削除され

た場合には JumpItemsRemovedByUser ベントが発生します。 



 

 

 タスク バー ： タスク バーへのボタンの表示方法を ThumbButtonInfo クラス、サ

ムネールの表示方法を TaskbarItemInfo クラスで表します。 

以下にジャンプ リストを作成するコード例と、その実行例を示します。 

        private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            JumpItem[] jumpItems = new JumpItem[] { 

                new JumpTask() { 

                    Arguments = "hello",  

                    Title = "say hello" 

                }, 

                new JumpTask() { 

                    CustomCategory = "Set Button Text",  

                    Arguments = "foo", 

                    Title = "set Button text to foo" 

                }, 

                new JumpTask() { 

                    CustomCategory = "Set Button Text", 

                    Arguments = "bar", 

                    Title = "set Button text to bar" 

                } 

            }; 

             

            JumpList jumpList = new JumpList(jumpItems, true, true); 

            jumpList.Apply(); 

             

        } 

 

JumpItem がジャンプ リストに表示される個々の項目を表します。ここでは、計 3 つの 

JumpItem で構成される配列を作成しています。そのうちの 1 つは、通常のカテゴリ (この

場合は「タスク」です) に表示されます。それ以外の 2 つは CustomCategory に設定した

「Set Button Text」カテゴリに表示されます。ジャンプ リストに実際に表示されるのは Title 

プロパテゖの値です。また、ジャンプ リストで項目を選択すると、設定した値がコマンド

ラ  ン に よ り プ ロ グ ラ ム に 渡 さ れ ま す 。 こ れ は 、 次 の よ う に し て 

Environment.GetCommandLineArgs() メソッドで取得できます。 

        public MainWindow() 

        { 

            InitializeComponent(); 

 

            string[] arg = Environment.GetCommandLineArgs(); 

            if (arg.Length > 1) { 

                if (arg[1] == "hello") 

                { 

                    MessageBox.Show(arg[1]); 

                } 

                else 



 

 

                { 

                    button1.Content = arg[1]; 

                } 

            } 

        } 

 

このプログラムを実行したあとに、タスク バーにこのプログラムを表示するように設定し、

終了した状態の画面を以下に示します。 

 

また、Windows 7 のマルチタッチ機能のサポートのために、UIElement、UIElement3D、

ContentElement の各クラスで以下のベントが追加されています。 

 PreviewTouchDown ： 指などで要素がタッチされた場合に発生します (トンネル 

ベント) 

 TouchDown ： 指などで要素がタッチされた場合に発生します (バブル ベント) 

 PreviewTouchMove ： 指などが動いた場合に発生します (トンネル ベント) 

 TouchMove ： 指などが動いた場合に発生します (バブル ベント) 

 PreviewTouchUp ： 指などがスクリーンから離れた場合に発生します (トンネル 

ベント) 

 TouchUp ： 指などがスクリーンから離れた場合に発生します (バブル ベント) 

 GetTouchCapture ： タッチが要素にキャプチャーされた場合に発生します (バブル 

ベント) 

 LostTouchCapture ： 要素がタッチのキャプチャーを解放した場合に発生します (バ

ブル ベント) 



 

 

 TouchEnter ： 要素の領域外からタッチが移動してきた場合に発生します (直接ベ

ント) 

 TouchLeave ： 要素の領域内から領域外へタッチが移動した場合に発生します (直接

ベント) 

ビジュゕル ステート マネージャーは、WPF コントロールの状態と、その状態が変更され

た場合にビジュゕル表現の方法を管理します。たとえば、マウス カーソルがボタンの上に

移動したとき、さらにそこからボタンの領域外へ移動したときなど、コントロールの状態が

変更されたときに、ボタンをどのように表示するかを管理します。 

このほかにもバデゖング機能の強化 (InputBinding クラスの Command プロパテゖとコ

ードで定義されているンスタンスのバンデゖングが可能 / 動的なオブジェクトのバ

ンデゖング サポートなど)、XBAP (XAML Browser Application) の機能強化 (Web ページと 

XBAP との通信 / 完全信頼 XBAP の配備)、テキスト描画スタックの改善など多くの機能が

追加 / 改善されています。 

サービス 

Windows Communication Foundation 4 

Windows Communication Foundation (WCF) はサービス指向ゕプリケーション開発用の統

一ネットワーク基盤です。.NET Framework はサービス指向でゕプリケーションを開発する

ための基盤として登場しました。つまり、.NET Framework はネットワーク上に展開された

サービスをクラゕントが利用することを前提としたフレームワークであり、ASP.NET や 

Web サービス、.NET リモーテゖングなど、さまざまな形で分散処理を行うための技術を提

供していました。しかし、これは多様性を提供する一方で、ゕプリケーションの種類 (どの

ような形で分散処理を行うか) が異なれば、それに対応した技術を使わなければならないと

いうことです。そのためには、個々の技術が提供するプログラミングを理解して、使いこな

さなければならないということでもあります。 

WCF は、これらのプログラミング モデルを統一的に扱えるようにするために登場しました。

その基本概念はシンプルで当たり前といえば当たり前の「サーバーはサービスを提供し、ク

ラゕントはそれを利用する」にあります。分散技術にかかわらず、これを透過的に行える

ようにするのが WCF です。たとえば、次のコードは Visual Studio が提供する WCF サー

ビス ゕプリケーションのテンプレート コードです。 

[ServiceContract] 



 

 

public interface IService1 

{ 

    [OperationContract] 

    string GetData(int value); 

 

    [OperationContract] 

    CompositeType GetDataUsingDataContract(CompositeType composite); 

} 

 

サービスを提供する側はこのンターフェスを実装し、クラゕントはこのンターフェ

スを実装するオブジェクト (実際にはそのプロキシ) に対してメソッド呼び出しを行うと

いう形でサービスを利用できます。WCF では、属性と各種の設定によってサービスの詳細

をプログラム コードから分離することで、その透過性を実現しています。ただし、WCF で

は (あるいはサービス指向では) 一見するとリモート プロシージャ コールに見える上記の

コードでも、実際にはメッセージの送信とその応答という形で実現されています。 

 

サービスとクラゕントとの通信は、実際にはそれぞれの側にあるエンドポント間で行わ

れます。そして、エンドポントではその通信に関する内容を共有します。エンドポント

を構成するのは次の 3 つの要素です。頭文字をとって、まとめて "ABC" と呼ぶこともよく

あります。これらの情報は通常、Web.config などの構成フゔル中に記述されます。 

 ゕドレス (Address) ： エンドポントのネットワーク上での位置を URL 形式で示

します。 

 バンデゖング (Binding) ： そのエンドポントで公開される操作 (メソッド) の呼

び出し方法を示します。たとえば通信に使用するプロトコルやメッセージ (サービス

の呼び出しとそれに必要なデータ) のエンコード方法、セキュリテゖなどに関する要

件などがそうです。WCF では、いくつかの標準バンデゖングが既定で用意されてい

るため、多くの場合は、使用するプロトコル / セキュリテゖ要件 / メッセージのエ

ンコード方法などの要件に応じて、それらから適切なバンデゖングを選択し、使用

することになるでしょう。 

 コントラクト (Contract) ： そのエンドポントで、どのようなサービスのどのよう

な操作を利用できるかを指定します。これが上のサンプル コードで記述されている 



 

 

[ServiceContract] (サービス コントラクト) や [OperationContract] (オペレーション 

コントラクト) です。これらに加えて、サービスでやり取りするデータに関する情報

を記述するデータ コントラクトやメッセージ コントラクトもあります。以下にデー

タ コントラクトの例を示します(このコードも Visual Studio が生成するテンプレー

トです)。 

[DataContract] 

public class CompositeType 

{ 

    bool boolValue = true; 

    string stringValue = "Hello "; 

 

    [DataMember] 

    public bool BoolValue 

    { 

        get { return boolValue; } 

        set { boolValue = value; } 

    } 

 

    ... 

 

} 

 

ABC 以外にビヘビゕも WCF では重要な概念です (上の図では Bv として示しています)。

これは、サービスを利用する場合の内部的な振る舞いを制御するものです。たとえば、サー

ビスのンスタンス生成の方法やエラー処理など、サービスの付加的な特性についての指定

を行います。 

WCF は .NET Framework 3.0 で導入されましたが、この時点では、WCF が主にそのサポー

ト対象としていたのは SOAP です。この場合、サービスとクラゕント間でのやり取りは、

SOAP を用いて XML 表現されたメッセージへとエンコードされます。WCF のもう 1 つの

特徴として、WS-* のサポートが挙げられます。WS-* をサポートすることで、WCF ではよ

り信頼性が高く、セキュゕな通信を行えるようになっています。 

SOAP や WS-* を利用した通信は非常に高機能で強力なものですが、その一方で、そうした

要件を必要としない Web サービスも数多く存在します。そうした状況でよく使われるよう

になってきたのが、いわゆる RESTful な通信です。REST (REpresentation State Transfer) で

は、あらゆる操作が HTTP GET / POST / PUT / DELETE で行われます。また、そのパラメー

タはすべて URL として記述されます。これは非常にシンプルでわかりやすく、テストも容

易です。REST は、.NET Framework 3.5 の WCF でサポートされるようになり、これに伴っ

てバデゖングに WebHttpBinding が、そして属性として [WebGet] と [WebInvoke] を記



 

 

述できるようになりました。たとえば、本項の最初のコードを REST 形式で公開するには次

のように [WebGet] 属性を記述します。 

[ServiceContract] 

public interface IService1 

{ 

    [OperationContract] 

    [WebGet] 

    string GetData(int value); 

 

    ... 

 

} 

 

SOAP / WS-* ベースのサービスと、REST 形式のサービスにはそれぞれにメリット / デメリ

ットがあり、それぞれが適切な状況が存在します。WCF はさまざまな要件や状況に対応で

きるように、これらをサポートしています。また、RESTful なサービスのサポートにあわせ

て、.NET Framework 3.5 の WCF では POX / RSS / ATOM / JSON のサポートも追加されて

います。 

WCF4 では次のような部分で機能の強化が図られています。 

 構成の単純化 ： WCF4 では、デフォルト エンドポントが 

machine.config.comments で提供されます。.config フゔルがない場合には、WCF サ

ービスは既定の設定を使用して動作するため、定義を上書きする必要がなけれ

ば、.config フゔルはなくてもかまいません (もちろん既定の設定を独自に上書きす

ることは可能です)。同様に、バンデゖング構成 / ビヘビゕ構成を定義可能です 

(machine.config など)。これらについても、下位の構成フゔルで既定の設定を上書

き可能です。また、よく使われるエンドポントを標準エンドポントとして提供し

ています。「<endpoint kind="mexEndPoint">」のような形で指定するだけで、これ

らのエンドポントを使用できます。 

 .svc フゔルなしでのサービスのゕクテゖベーション ： 単一のゕプリケーションで

多数のサービスをホストしている場合、各サービスを記述する .svc フゔルが多数

必要になる場合があります。WCF4 では、このような場合に .config フゔルに次の

ような記述をするだけで、.svc フゔルがなくともサービスのゕクテゖベーションが

できるようになりました。 

<system.serviceModel> 

  <serviceHostingEnvironment> 

    <serviceActivations> 

      <add relativeAddress="foo.svc" service ="WcfService1.Service1"/> 



 

 

    </serviceActivations> 

  </serviceHostingEnvironment> 

  ... 

</system.serviceModel> 

 

 Web 標準サポートの強化 ： WCF4 では WS-Discovery および SOAP over UDP を

サポートし、UDP ブロードキャストによるローカル サブネット上のゕドホック デゖ

スカバリーと、プロキシを利用したマネージ デゖスカバリーを提供しています。 

 ルーテゖング サービス / プロトコル ブリッジ ： SOAP ヘッダもしくはメッセージ 

ボデゖのコンテンツをフゖルタリングすることにより、実行時に動的にメッセージを

ルーテゖングすることができます (コンテンツによって、サービスのホストを振り分

けることが可能です)。これを利用すると、負荷分散などをゕプリケーション レベル

で行えます。また、プロトコル ブリッジ機能により、クラゕント - ルーテゖング サ

ービス間と、ルーテゖング サービス - サービス間で異なるプロトコルを使用してサ

ービスを提供することもできます。 

 REST サポートの強化 ： WCF REST Starter Toolkit が WCF に統合されました。 

 WCF と WF の統合 ： WCF Workflow Services は、ゕプリケーションのビジネス ロ

ジックを WF で記述し、これを WCF でホストするサービスです。WCF では、ワー

クフローの中で WCF サービスを、XAML を使用して宣言的に記述できます (このワ

ークフロー サービス定義は xamlx フゔルに格納されます) 。また、メッセージン

グ関連のゕクテゖビテゖが追加されています。たとえば、トランザクションをサポー

トするゕクテゖビテゖや、コリレーション (correlation、複数のワークフロー ンス

タンスの間でコンテンツ / プロトコル ベースでのメッセージのルーテゖングを行い

ます) をサポートしたゕクテゖビテゖなどが追加されました。このほかにも、xamlx ハ

ンドラーを使用しての、ワークフローの起動 / 管理の自動化などの機能が追加されて

います。 

WCF Data Services 

WCF はいくつかのプログラミング モデルを提供します。その 1 つは上述した SOAP を使

用したプログラミング モデルで、これを WCF Core Services あるいは WCF SOAP Services 

と呼ぶことがあります。これは WCF のリリース当初からサポートされていたサービスでも

あります。一方、RESTful な WCF サービスを提供するためのプログラミング モデルも .NET 

Framework 3.5 からはサポートされるようになっています。これを WCF WebHttp Services 

あるいは WCF REST と呼んでいます。また、長期間にわたって実行されるワークフローを

サービスとして提供するためには、WCF Workflow Services が使えます。 



 

 

ここで紹介する WCF Data Services もまた、REST 形式のサービスを提供するためのプログ

ラミング モデルです。ただし、WCF WebHttp Services と違うのは、これが対象としている

のがデータ モデルとそれに関連するロジックに絞っている点にあります。これは、このサ

ービスが以前は ADO.NET Data Services という名前であったことからもわかります。これに

対して WCF WebHttp Services が対象としているのは、操作ベースのサービスを HTTP 形

式で利用したいという場合です。WCF SOAP Services のような操作 (ンターフェス) を

サービスとして公開したいが、SOAP ほどの高機能性は必要ない、あるいは HTTP ベースで

これを実現したいという場合に使用するのが WCF WebHttp Services といえます。 

WCF Data Services では、REST 形式のンターフェスでデータの表示 / 編集が可能です。

つまり、公開するデータは URL によって表現され、これらのデータに対して HTTP の GET 

/ POST / PUT / DELETE などのメソッドを使用して CRUD 操作を行うことが可能です。なお、

現時点では、WCF Data Services がターゲットとしているのは、ADO.NET Entity Framework 

で作成された概念モデルとなっています。 

WCF Data Services では OData (Open Data Protocol) というプロトコルを用いて、データを

表現します。これは、AtomPub (および XML、JSON) 上で実装される規約で、Web 上のリ

ソースを共有するための RESTful なプロトコルです。具体的には、AtomPub に対して、以

下のものを追加しています。 

 構造化データを表現するための規約 

 リソースのゕドレッシング スキーマと URL 構文 

 一般的なクエリ オプション (フゖルター、並べ替えなど) 

 リソース構造、リンク、メタデータに関する記述 

 リソース表現 

 バッチおよびユニット オブ ワーク リクエストに対するペロードのフォーマット 



 

 

 

WCF Data Services では、実際には次のようなデータが公開されます。以下の例は、

Northwind データベースをデータ ソースとして公開する WCF Data Services ゕプリケー

ションの出力です。ここでは、サービスのルートにゕクセスをしています (Internet Explorer 

では [ツール] - [ンターネット オプション] から [ンターネット オプション] ダゕロ

グを表示し、[フゖードと Web スラス] にある [設定 ]ボタンをクリックして、[フゖード

と Web スラスの設定] ダゕログで [フゖードの読み取りビューを有効にする] を無効

にしておく必要があります)。 



 

 

 

URL に「/Products/」を追加すれば、Northwind に含まれている製品一覧を以下のように取

り出すことができます。 

 



 

 

あるいは、個々の製品についての情報を取得するのであれば、URL にさらに「Products(1)」

などと追加します。 

 

上記の例から、WCF Data Services では、個々のデータを REST 形式で表現していることが

わかります。URL には expand や orderby などのクエリ文字列、それらで使用する各種の

式や関数を付加することも可能です。 

このようにサービスとして公開されているデータモデルに対しては、たとえば、次のような

コードでクラゕントからゕクセスが可能です。 

ServiceReference1.Model.Entities e = 

    new ServiceReference1.Model.Entities( 

        new Uri("http://localhost:31707/WebDataService1.svc/")); 

 

var q = from c in e.Products 

        where c.UnitPrice > 100 

        select c; 

 

foreach (var product in q) 

{ 

    Console.WriteLine(product.ProductName + ":" + product.UnitPrice); 

} 

 



 

 

WCF4 で提供される WCF Data Services では、次のような部分で機能の強化が図られていま

す。 

 サーバー サドでの BLOB サポート強化 ： 新しい WCF Data Services では、任意

の巨大なサズの BLOB のストリーミング、バナリ コンテンツとメタデータの分

離保存、メタデータが要求された際の BLOB 本体のロードの遅延などがサポートされ

ています。 

 クエリ オプションの追加 ： エンテゖテゖのすべてを受信することなく、その総数を

知ることができるようになりました ($count)。 

 フゖードのカスタマズ ： エンテゖテゖのプロパテゖと、AtomPub フゖードの要

素との対応関係を宣言的に記述することで、フゖードのカスタマズが可能です。 

 サーバー ドリブン ページング ： 1 つのリクエストに対して、送信するデータが多

数存在する場合、それらをサーバー サドで自動的にページに分割して、次の要素へ

のリンクとともに送信できます (これは AtomPub の <link rel="next" ...> に相当す

るものと考えることができます)。 

 データ サービス プロバダー ンターフェス ： WCF Data Services では、ラン

タム側からデータ サービスへは ADO.NET Entity Framework 経由でゕクセスをし

ていましたが、カスタムのデータ プロバダーを作成できるようになりました。 

Windows Workflow Foundation  

Windows Workflow Foundation (WF) は、.NET Framework 3.0 で登場した、ワークフロー プ

ログラミングを行うためのフレームワークです。ワークフローとは、何らかのビジネスを構

成するプロセスの処理の連なりです。たとえば、出張旅費の前払い申請というワークフロー

があったとすると、これは単純には「申請→審査→承認→前払い金の実行」のように表現で

きます。このようなワークフローとして表現できるゕプリケーションを構築するためのフレ

ームワークが WF です。 

WF では、ワークフローはゕクテゖビテゖの集合体として表現されます。たとえば、いまの

例なら申請や承認などが 1 つのゕクテゖビテゖの単位となるでしょう。また、実際の処理

のフローを制御するための、プログラミング言語における制御構造に相当するゕクテゖビテ

ゖや、より構造化されたゕクテゖビテゖ (たとえば、ForEach など) も WF では用意されて

います。 



 

 

Visual Studio 2010 では GUI (ワークフロー デザナー) を使用してワークフローを記述し

ていきます。従来のバージョンの WF では、GUI だけではワークフローのすべてを記述し

きれず、最終的にコードを入力する場面もありましたが、WF4 に関していえば、ほぼすべ

ての処理をコーデゖングレスで行えます (コード ゕクテゖビテゖを作成する際には、それが 

C# なのか Visual Basic なのか、XAML なのかはともかくとして、コードを記述する必要は

あります)。 

 

WF では、ワークフローの実行は CLR 上でホストされるランタム エンジンが行います。

ワークフローの実行中は、ランタム エンジンにより、その状態が管理されます。また、

ランタム エンジンをホストするプロセスでは、ランタム サービスとして、永続化 / 追

跡 / トランザクションなどのサービスを提供します。これらのサービスの中でも特に重要

になるのが、永続化サービスです。 

ワークフロー ゕプリケーションにおいて、考慮しなければならない点の 1 つに「ゕクテゖ

ビテゖの実行が完了するまでにどれくらいの時間がかかるかわからないことがある」という

ものが挙げられます。たとえば、ワークフロー ゕプリケーション内で外部の Web サービ

スを利用している場合に、そのサービスがダウンしていたとしたら、そのサービスが復活す

るまではワークフローは非ゕクテゖブな状態となったままになってしまいます。 

このような場合には、ランタム エンジンはワークフローの状態を永続化して、外部のス

トレージへと保存します。ワークフローの続行が可能になった時点で、ランタム エンジ



 

 

ンは、これを読み込んで、その実行を続けるようになっています。これを行うために利用す

るのが、ランタム サービスのうちの永続化サービスです。 

以上の概念は WF4 においても基本的には変わりませんが、以下のような点で、WF4 は従

来のバージョンの WF から大きく変化しました。 

 名前空間の変更 ： 以前のバージョンの WF では System.Workflow 名前空間配下で

その機能が提供されていましたが、WF4 では System.Activities 名前空間配下で提供

されます。つまり、WF4 は概念こそ同じものの、その実装は一新されているといえま

す。 

 新しいゕクテゖビテゖ クラス ： ゕクテゖビテゖの基本機能は 

System.Activity.Activity クラスで提供されます。ただし、実際にカスタム ゕクテゖビ

テゖを作成する場合には、これを継承した CodeActivity 抽象クラスあるいは 

NativeActivity 抽象クラスをもとにすることがほとんどでしょう。前者の場合は 

Execute メソッドを実装することでカスタム ゕクテゖビテゖを作成します。後者は、

より機能豊富なカスタム ゕクテゖビテゖを作成する場合に使用します。NativeActivity 

クラスはゕクテゖビテゖのゕボートやキャンセルなどランタムのすべての機能を利

用可能です。 

 コーデゖングレス ： 上でも述べたとおり、ワークフロー記述に関するほとんどの場

面では、コードを記述する必要がなくなりました。これを実現するため、WF4 では 

Assign ゕクテゖビテゖなど、非常に多くのゕクテゖビテゖが追加されています。また、

GUI ベースで変数を作成することも可能です。さらには、フロー制御の条件判断をは

じめとする多くの場所で Visual Basic の式が使えます (この式はプロパテゖか、ワー

クフロー デザナーで直接入力をします)。 

 フローチャート ゕクテゖビテゖ ： 以前のバージョンの WF では、ワークフローは

シーケンシャル ワークフローもしくはステートマシン ワークフローのどちらかのワ

ークフローとして記述しました。前者は基本的に上から順番に処理が実行される形式

のワークフローで、後者では状態遷移モデルとしてワークフローを記述するものです。

WF4 では、ステートマシン ゕクテゖビテゖはなくなり、フローチャート ゕクテゖビ

テゖが提供されるようになりました。これは、文字どおり、フローチャート形式でワ

ークフローを記述するものです。これを使用すると、シーケンシャル ワークフローよ

りも柔軟にワークフローを記述できます。 



 

 

 ゕクテゖビテゖの追加 ： DoWhile、TryCatch、ForEach などのフロー制御ゕクテゖ

ビテゖや、変数への代入を行う Assign ゕクテゖビテゖ、コレクションへの追加を行

う AddToCollection ゕクテゖビテゖなどが追加されています。 

 永続化機能の強化 ： Persist ゕクテゖビテゖによる明示的な永続化が可能です。また、

非永続化領域を指定できるようになりました。これを指定した場合、その領域の実行

が完了するまでは、永続化は行われません。 

データ ゕクセス 

ADO.NET Entity Framework 

ADO.NET Entity Framework (以下、Entity Framework とします) は .NET Framework 3.5 

Service Pack 1 で導入されたデータ ゕクセス フレームワークです。Entity Framework が導

入されるきっかけとなったのは、データ表現に関する、オブジェクト指向言語とデータベー

スとの間のマッピング問題 (ンピーダンス ミスマッチ問題) です。リレーショナル デー

タベースでは、データはテーブルとそのリレーションシップ (関係) という形で表現されま

すが、オブジェクト指向言語では、データは文字どおりオブジェクトとして表現されます。

扱うデータが単純なものであれば、それほどの問題はありませんが、データベースのテーブ

ルが高度に正規化されている場合や、データの構造が複雑になってくると、オブジェクト指

向言語の側で扱うデータとデータベースの側に存在するデータとの対応関係を管理するの

が難しく、煩雑な処理になってきます。これは生産性を低下させる大きな要因となります。 

ADO.NET Entity Framework は、ンピーダンス ミスマッチ問題に対するマクロソフトの

答えです。Entity Framework では、データは次の 3 つの要素を用いて表現されます。これ

を Entity Data Model (EDM) と呼びます。 

 ゕプリケーションが使用するデータ (エンテゖテゖ) ： 概念モデル。 

 概念モデルと論理モデルの対応関係 ： マッピング モデル。 

 データベースに格納されるデータ (テーブル) ： 論理モデル。 

これらはそれぞれ XML ベースの定義言語である CSDL (Conceptual Schema Definition 

Language、概念スキーマ定義言語)、MSL (Mapping Schema Language、マッピング スキー

マ言語)、SSDL (Store Schema Definition Language、ストゕ スキーマ定義言語) で記述され

ます。 



 

 

重要なのは、プログラミング言語が扱う論理モデルと、データベースのテーブルを表現する

論理モデルの間にマッピング層があることです。ここで概念モデルと論理モデルの対応関係

を記述しますが、これはいってみれば抽象化層です。つまり、概念モデルと論理モデルが必

ずしも素直に対応する必要はありません。たとえば、複数のデータが 1 つのテーブルにま

とめられているからといって、それらは必ずしも 1 つのクラスに構成しなければならない

というわけではありません。それらのデータを複数のクラスに分割して扱うことが正しい場

合もあるかもしれません。その逆も同様です。 

 

このように概念モデルと論理モデルとの間に柔軟な関係性を持たせることができるのが 

Entity Framework の特徴の 1 つです。 

Entity Framework のゕーキテクチャは全体として次のようになります。 



 

 

 

EDM へのゕクセスを提供するデータ プロバダーには次の 2 つがあります。 

 Entity Client ： エンテゖテゖへゕクセスするための基本機能を提供します。Entity 

Client に対しては Entity SQL を用いてクエリを発行します。 

 Object Services ： 概念モデルへの問い合わせ処理を提供します。Object Services 経

由で EDM にゕクセスする場合には、LINQ to Entities、Object Query クラスが使用で

きます。 

EDM の下にはさらに各データベース ドラバーが存在することから、データ ソースに依

存しないデータ ゕクセスが可能となっています。 

このように、Entity Framework は各種の抽象化層 (プロバダーやマッピング層) を設ける

ことで、データ ソースからも論理モデルからも独立して操作が可能な概念モデルを提供し

ます。しかし、.NET Framework 3.5 Service Pack 1 の Entity Framework にはいくつかの不

満点もありました。たとえば、エンテゖテゖを標準的な CLR 型 (これを POCO、Plain Old 

CLR Object と呼びます) として作成できない、遅延ロード機能がないといった点がそうです。 

そこで、.NET Framework 4 の Entity Framework では、次のような部分で機能の強化が図ら

れています。 

 複数化 (pluralization) ： .NET Framework 3.5 Service Pack 1 の Entity Framework で

は、エンテゖテゖとエンテゖテゖ セットに対して同一の名称が付けられていたため、



 

 

プログラムの可読性を低下させていました。.NET Framework 4 の Entity Framework 

では、エンテゖテゖの名前に対応して、そのエンテゖテゖ セットの名前を自動的に複

数形します (ただし、英語表記の名称のみ)。 

 外部キー対応 ： .NET Framework 3.5 Service Pack 1 の Entity Framework では、エン

テゖテゖのスカラー  プロパテゖに外部キーが含まれないようになっていました。そ

のため、外部キーへのゕクセスが非常に難しくなっていました。.NET Framework 4 の 

Entity Framework では、外部キーがスカラー プロパテゖに含まれるようになりまし

た。 

 モデル フゔースト ： .NET Framework 3.5 Service Pack 1 の Entity Framework では、

既存のデータベースをもとに、その概念モデルを生成することは可能でしたが、その

逆はサポートされていませんでした。つまり、概念モデルを先に作成してから、それ

をもとにデータベースを作成することができませんでした。.NET Framework 4 の 

Entity Framework では、これが可能となっています。開発手順としては、概念モデル 

→ 正規化 → 論理モデルというのが一般的ですから、これは非常にうれしいことです。 

 複合型 (Complex Type) ： エンテゖテゖに多数のスカラー プロパテゖがある場合に、

関連性のあるプロパテゖをまとめて複合型を作成した方がよい場合があります。たと

えば、住所 (郵便番号 / 都道府県 / 市町村 / 丁目 / 番地など) と名前 (名字と名前) 

と電話番号からなるエンテゖテゖがあったとすると、住所と名前を複合型にリフゔク

タリングするということが考えられます。 

 遅延ロード ： .NET Framework 4 の Entity Framework では遅延ロードをサポートし

ます。遅延ロードはデフォルトで有効です。これにより、リソース消費の低下などが

期待できますが、逆に遅延ロードが有効なまま、エンテゖテゖ セットに対してテレ

ートを実行するような場合には、そのたびにラウンドトリップが発生することになる

ので、パフォーマンスが低下する可能性があります。このような場合には明示的ロー

ドを行うことが推奨されます。有効 / 無効は LazyLoadingEnabled オプションで切り

替えられます。 

 POCO サポート ： .NET Framework 3.5 Service Pack 1 の Entity Framework では、

エンテゖテゖ クラスは EntityObject のサブ クラスとするか、もしくは IPOCO と総

称されるンターフェス群 (IEntityWithKey、IEntityWithChangeTracker など) を実

装する必要がありました。これが意味するのは、ドメン (ビジネス ロジックの対象

を扱う層) がデータ ゕクセス層に依存しているということです。このような場合、デ

ータ ゕクセス層での変更がドメン層にまで影響を及ぼしてしまいます。.NET 



 

 

Framework 4 の Entity Framework では、POCO をサポートすることで、ドメン層

とデータ ゕクセス層とを分離するようにしています。 

 LINQ to Entities 関数の強化 ： データベース のカスタム関数 (SSDL に定義) やモ

デル定義関数 (MDF、CSDL に定義) を定義可能です (ただし、現時点では SSDL や 

CSDL に手作業で記述する必要があります)。また、LINQ to Entities から Entity SQL の

メソッドを呼び出すこともできるようになりました 

(System.Data.Objects.EntityFunctions クラスで提供)。さらに、SQL Server の組み込み

関数も利用できます (データベース依存のコードとなるので注意が必要です)。 

まとめ 

.NET Framework 4 では大きく次の 2 つの面で機能の追加や改善が行われています。1 つは

「基盤 (フレームワークや実行環境) そのもの」です。たとえば、WCF や ASP.NET では構

成フゔルの設定を基本的に不要とすることで、開発者が構成フゔルに関する手間を省け

るようにしています。また、並列プログラミングのサポートなど、将来を見据えた機能追加

も行われています。 

そしてもう 1 つは「多様性の提供」と表現することができるかもしれません。ASP.NET 4 で

は、Web フォーム以外にもさまざまな形で Web ゕプリケーションを開発できるようにな

りました。WCF を見てもそうです。WCF という統一基盤の上に、WCF SOAP Services や 

WCF Data Services など、さまざまな種類のプログラミング モデルが実装されています。

DLR を追加することで、.NET Framework は IronPython や IronRuby をはじめとする、数

多くの動的言語への扉を開くことになりました。C# や Visual Basic だけではなく、動的言

語もその開発言語として選択の対象となる時代がやってきたといえるでしょう。 

しかし、これは驚くべきことではありません。「統一された基盤の上で多様性を提供する」

というのは、2000 年に .NET 構想が提唱されたときからのマクロソフトの一貫したテー

マです。そういう意味では、この 10 年間、.NET Framework はぶれることなく、着実に進

化を続けてきたといってもよいかもしれません。 

そして、その延長線の先には、クラウドの時代がもう見えています。もちろん、 .NET 

Framework は新しい、しかし、.NET 構想がもともと見据えていたかもしれない、この時代

にも対応可能です。過去の 10 年のコンピューテゖング環境の変化にも劣らないほどの進化

が、これから先の 10 年で待ち受けているかもしれません。しかし、.NET Framework は「統

一された基盤の上で多様性を提供」しながら、これからも開発者にとっての最適なプログラ

ミング基盤として進化を続けていくことでしょう。 



 

 

 


