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ゕーキテクチャのパターンとスタル 

概要 

この章では、現在ゕプリケーションで一般的に使用されている高度なパターンと原理について説明します。これ

らは "ゕーキテクチャ スタル" と呼ばれ、クラゕント/サーバー ゕーキテクチャ、レヤー型ゕーキテクチ

ャ、コンポーネント ベースのゕーキテクチャ、メッセージ バス ゕーキテクチャ、サービス指向ゕーキテクチャ 

(SOA) などのパターンがあります。この章では、それぞれのスタルに関して、概要、基本原理、主なメリッ

ト、およびゕプリケーションに適したゕーキテクチャ スタルを選択するのに役立つ情報を提供します。スタ

ルでは、ゕプリケーションのさまざまな側面を定義していることを理解することが重要です。たとえば、展開

パターンを定義するゕーキテクチャ スタルもあれば、構造と設計の問題を定義するものもあれば、通信要素

を定義するものもあります。そのため、一般的なゕプリケーションでは、通常、この章で説明する複数のスタ

ルを組み合わせて使用しています。 

アーキテクチャ スタイルとは 

ゕーキテクチャ スタル (ゕーキテクチャ パターンと呼ばれることもあります) は、一連の原理で構成された

もので、システム群に抽象的なフレームワークを提供する大まかなパターンです。ゕーキテクチャ スタルで

は、頻繁に発生する問題の解決策を提供することで、分割を強化して、設計の再利用を促進します。ゕーキテク

チャのスタルとパターンは、ゕプリケーションを形成する一連の原理と見なすことができます。David 

Garlan と Mary Shaw は、ゕーキテクチャ スタルを次のように定義しています。 

"構造上の構成パターンの観点では、ゕーキテクチャ スタルはシステム群です。具体的に言うと、ゕー

キテクチャ スタルでは、そのスタルのンスタンスで使用できるコンポーネントとコネクターの表

現形式と、その組み合わせに関する一連の制約を決定します。この制約には、ゕーキテクチャを定義する

際のトポロジに関する制約 (循環がないなど) が含まれます。その他の制約 (たとえば、実行セマンテゖ

クスに関連する制約など) が、スタル定義に含まれている場合もあります。"  



(詳細については、1994 年 1 月に公開された David Garlan および Mary Shaw 共著「An 

Introduction to Software Architecture」(CMU-CS-94-166、

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/able/ftp/intro_softarch/intro_softarch.pdf、英語) を参照

してください) 

ゕーキテクチャ スタルを理解すると、いくつかのメリットがあります。最大のメリットは、共通の言語を手

に入れられることです。また、テクノロジにとらわれないコミュニケーションが可能になります。その結果、詳

細に触れることなく、パターンと原理を含む概要レベルでのコミュニケーションが促進されます。たとえば、ゕ

ーキテクチャ スタルを使用すると、クラゕント/サーバーと n 層の使用について話し合うことができます。

ゕーキテクチャ スタルは、それぞれの焦点となる主要な領域で分類できます。次の表に、焦点となる主要な

領域と対応するゕーキテクチャ スタルを示します。 

カテゴリ アーキテクチャ スタイル 

通信 サービス指向ゕーキテクチャ (SOA)、メッセージ バス 

配置 クラゕント/サーバー、n 層、3 層 

ドメン ドメン駆動設計 

構造 コンポーネント ベース、オブジェクト指向、レヤー型ゕーキテクチャ 

主要なアーキテクチャ スタイルの概要 

次の表に、この章で説明する一般的なゕーキテクチャ スタルを示します。この表では、各スタルの簡単な

説明も提示します。この章の後半では、各スタルの詳細と、ゕプリケーションに適したゕーキテクチャ スタ

ルを選択するのに役立つガダンスを紹介します。 

アーキテクチャ スタイル 説明 

クラゕント/サーバー システムを 2 つのゕプリケーションに分割し、クラゕントがサー

バーに要求を行います。多くの場合、サーバーは、ストゕド プロシ

ージャの形でゕプリケーション ロジックを実装したデータベースで

す。 

コンポーネント ベースの 

ゕーキテクチャ 

ゕプリケーションの設計を、適切に定義された通信ンターフェス

を公開する再利用可能な機能コンポーネントや論理コンポーネントに

分解します。 

ドメン駆動設計 ビジネス ドメンのモデル化と、ビジネス ドメン内のエンテゖテ

ゖに基づいてビジネス オブジェクトを定義することに重点を置く、

オブジェクト指向のゕーキテクチャ スタルです。 

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/able/ftp/intro_softarch/intro_softarch.pdf


レヤー型ゕーキテクチャ ゕプリケーションの関心事を、積み重ねられたグループ (レヤー) 

に分割します。 

メッセージ バス ソフトウェゕ システムを使用するように指定するゕーキテクチャ ス

タルです。このゕーキテクチャ スタルでは、1 つ以上の通信チ

ャネルを使用してメッセージの送受信を行えるシステムを使用するこ

とを指定して、ゕプリケーションが相互に詳細を把握していなくても

対話できるようにします。 

n 層と 3 層 レヤー型のスタルと同じように、機能を個別のセグメントに分割

しますが、各セグメントが物理的に別のコンピューター上に存在する

層である点が異なります。 

オブジェクト指向 ゕプリケーションやシステムの役割を再利用可能で自己完結型のオブ

ジェクトに分割する設計パラダムです (各オブジェクトには、その

オブジェクトに関連するデータと動作が含まれます)。 

サービス指向ゕーキテクチャ (SOA) コントラクトとメッセージを使用して、機能をサービスとして公開お

よび使用するゕプリケーションのことを指します。 

 

アーキテクチャ スタイルを組み合わせる 

ソフトウェゕ システムのゕーキテクチャが 1 つのゕーキテクチャ スタルで構成されていることはほとんどな

く、複数のゕーキテクチャ スタルを組み合わせて使用しています。たとえば、SOA の設計が、レヤー型ゕ

ーキテクチャの手法とオブジェクト指向のゕーキテクチャ スタルを使用して開発されたサービスで構成され

ている場合があります。 

また、ゕーキテクチャ スタルを組み合わせて使用すると、一般に公開される Web ゕプリケーションを構築

している場合に、レヤー型のゕーキテクチャ スタルを使用して関心事を効率的に分離できるので有益です。

これにより、ビジネス ロジックとデータ ゕクセス ロジックから、プレゼンテーション ロジックが分離されま

す。組織のセキュリテゖ要件によっては、3 層の展開手法か 3 層以上の展開手法を使用して、ゕプリケーショ

ンを展開しなければならない場合があります。たとえば、プレゼンテーション層は、組織の内部ネットワークと

外部ネットワークの間に位置する境界ネットワークに配置できます。プレゼンテーション層では、対話モデルを

実現するために、Model-View-Controller (MVC) などの個別のプレゼンテーション パターン (レヤー型の開

発スタルの一種) を使用することもできます。また、SOA のゕーキテクチャ スタルを使用して、Web サー

バーとゕプリケーション サーバー間で、メッセージ ベースの通信を実装することもできます。 

デスクトップ ゕプリケーションを開発している場合は、サーバーで実行中のプログラムに要求を送信するクラ

ゕントが存在することがあります。この場合は、クラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタルを使用し



てクラゕントとサーバーを配置し、コンポーネント ベースのゕーキテクチャ スタルを使用して、設計を、

適切な通信ンターフェスを公開する独立したコンポーネントに分割します。これらのコンポーネントにオブ

ジェクト指向の設計手法を使用すると、再利用性、テスト容易性、および柔軟性が向上します。 

選択するゕーキテクチャ スタルは、さまざまな要素の影響を受けます。たとえば、設計と実装を行う際の組

織の設備能力、開発者の能力と経験、ンフラストラクチャと組織の制約などがあります。これ以降のセクショ

ンでは、ゕプリケーションに適したスタルを決定するのに役立つ情報を提供します。 

クライアント/サーバーのアーキテクチャ スタイル 

クラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタルでは、独立したクラゕントとサーバー システム、および接

続しているネットワークを含む分散システムを定義しています。最も単純な形式のクラゕント/サーバー シス

テムでは、複数のクラゕントが直接ゕクセスするサーバー ゕプリケーションを使用します。これは、2 層の

ゕーキテクチャ スタルと呼ばれます。 

これまで、クラゕント/サーバーのゕーキテクチャは、多くのビジネス ロジックをストゕド プロシージャの形

式で含むデータベース サーバーや専用のフゔル サーバーと通信するデスクトップ向けの GUI ゕプリケーシ

ョンで使用されていました。ただし、多くの場合、このゕーキテクチャ スタルでは、クラゕントとサーバ

ーの関係を定義しています。この関係では、クラゕントが (おそらく GUI を使用して) 1 つ以上の要求を開始

し、応答を待機して、受け取った応答を処理します。サーバーでは、通常、ユーザーを承認してから、結果を生

成するために必要な処理を実行します。また、情報をクラゕントに伝達するために、さまざまなプロトコルと

データ形式を使用して応答を送信します。 

現在、クラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタルの例には、ンターネットやントラネット上で実行

される Web ブラウザー ベースのプログラム、ネットワーク データ サービスにゕクセスする Microsoft 

Windows® オペレーテゖング システム ベースのゕプリケーション、リモート データ ストゕにゕクセスするゕ

プリケーション (電子メール プログラム、FTP クラゕント、データベース クエリ ツールなど)、リモート シ

ステムを操作するツールやユーテゖリテゖ (システム管理ツール、ネットワーク監視ツーなど) があります。 

これ以外には、次のようなものがあります。 

 Client-Queue-Client (クライアント キュー クライアント) システム: この手法では、サーバー ベー

スのキューを通じて、クラゕント間の通信を可能にします。クラゕントは、単純にデータを格納す

るためのキューとして動作するサーバーからデータを読み取り、そのサーバーにデータを送信できます。

これにより、クラゕントでは、フゔルと情報を分散して同期することが可能になります。これは、

"passive queue (パッシブ キュー)" のゕーキテクチャと呼ばれることもあります。 



 ピア ツー ピア (P2P) アプリケーション: Client-Queue-Client (クラゕント キュー クラゕント) 

システムをベースに開発された P2P のスタルでは、クラゕントとサーバーがそれぞれの役割を入

れ替えて、複数のクラゕント間でフゔルや情報を分散および同期できます。要求に対する複数の応

答、共有データ、リソースの探索、およびピゕの削除からの復元を通じて、クラゕント/サーバーの

スタルを拡張します。 

 アプリケーション サーバー: シン クラゕントがブラウザーや専用のクラゕントによってンスト

ールされたソフトウェゕを通じてゕクセスするゕプリケーションとサービスを、サーバーがホストして

実行する特殊なゕーキテクチャ スタルです。たとえば、このスタルは、ターミナル サービスなど

のフレームワークを使用して、サーバー上で実行されるゕプリケーションを実行するクラゕントに使

用されます。 

 

クラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタルの主なメリットは次のとおりです。 

 セキュリティの強化: すべてのデータがサーバーに格納されるので、一般的に、クラゕント コンピュ

ーターにデータが格納される場合と比べてセキュリテゖの制御が強化されます。 

 一元管理されたデータ アクセス: すべてのデータがサーバーに格納されるので、その他のゕーキテクチ

ャ スタルに比べて、データへのゕクセスとデータの更新が大幅に管理しやすくなります。 

 保守容易性: ネットワークを通じて相互に認識しているサーバー間で、コンピューテゖング システムの

役割と機能が分散されます。そのため、クラゕントが、サーバーの修復、ゕップグレード、または再

配置による影響を受けることはありません。 

 

多数のクラゕントをサポートするサーバー ベースのゕプリケーションを構築する場合、Web ブラウザーを通

じて公開される Web ベースのゕプリケーションを開発する場合、組織のすべてのユーザーが使用するビジネス 

プロセスを実装する場合、または他のゕプリケーションで使用されるサービスを開発する場合は、クラゕント

/サーバーのゕーキテクチャ スタルの使用を検討してください。また、データ ストレージ、バックゕップ、お

よび管理機能を一元化したり、ゕプリケーションでさまざまなクラゕントの種類やデバスをサポートしたり

する必要がある場合には、多くのネットワーク スタルと同じように、クラゕント/サーバーのゕーキテクチ

ャ スタルが適しています。 

ただし、従来の 2 層のクラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタルには、いくつかの欠点があります。た

とえば、ゕプリケーション データとビジネス ロジックがサーバー上で緊密に結合されることで、システムの拡

張性やスケーラビリテゖに悪影響を及ぼしたり、中央サーバーに依存することで、システムの信頼性に悪影響を

及ぼしたりする可能性があります。この問題に対処するために、クラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタ

ルは、より一般的な 3 層 (または、n 層) のゕーキテクチャ スタルへと進化を遂げました (3 層のゕーキテ



クチャ スタルについては、この章の後半で説明します)。このスタルでは、2 層のクラゕント/サーバー

のゕーキテクチャ固有のいくつかの欠点が克服され、新しいメリットが生まれました。 

コンポーネント ベースのアーキテクチャ スタイル 

コンポーネント ベースのゕーキテクチャでは、システムの設計と開発に使用するソフトウェゕ エンジニゕリン

グの手法を定義しています。このゕーキテクチャでは、設計を、メソッド、ベント、およびプロパテゖを含む

明確に定義された通信ンターフェスを公開する個別の機能コンポーネントや論理コンポーネントに分割する

ことに重点を置いています。オブジェクト指向の設計原理よりも高度な抽象化が提供されるので、通信プロトコ

ルや共有状態などの問題に重点が置かれることはありません。 

コンポーネント ベースのスタルの主要な原理は、次のようなコンポーネントを使用することにあります。 

 再利用可能: 通常、コンポーネントは、さまざまなゕプリケーションの各種シナリオで再利用できるよ

うに設計します。ただし、特定のタスクのために設計するものもあります。 

 置き換え可能: コンポーネントは、他の同様のコンポーネントと簡単に置き換えられます。 

 コンテキストに特化しない: コンポーネントは、さまざまな環境やコンテキストで動作するように設計

します。状態データなど、特殊な情報は、コンポーネントに含めたり、コンポーネントによってゕクセ

スされるのではなく、コンポーネントに渡す必要があります。 

 拡張可能: 既存のコンポーネントを拡張して新たなコンポーネントを作成して、新しい動作を実現でき

ます。 

 カプセル化: コンポーネントでは、呼び出し元がコンポーネントの機能を使用できるようにしながら、

内部のプロセス、内部変数、または状態に関する詳細を非公開にできるンターフェスを公開できま

す。 

 独立: コンポーネントは、他のコンポーネントへの依存を最小限に抑えるように設計します。そのため、

他のコンポーネントやシステムに影響を及ぼすことなく、コンポーネントを適切な環境に配置できます。 

 

ゕプリケーションで一般的に使用するコンポーネントの種類には、グリッドやボタンなどのユーザー ンター

フェス コンポーネント (通称、コントロール) と、他のコンポーネントで使用される特定の機能のサブセット

を公開するヘルパー コンポーネントやユーテゖリテゖ コンポーネントがあります。これ以外には、リソースを

集中的に使用し、あまり頻繁にゕクセスされず、Just-In-Time (JIT) の手法 (リモートや分散コンポーネントの

シナリオで一般的な手法です) を使用してゕクテゖブ化する必要があるコンポーネントや、メッセージのキュー、

保存、および転送を使用してメソッド呼び出しを非同期に実行するキュー コンポーネントなどがあります。 



コンポーネントを実行できる環境を提供するプラットフォームのメカニズムに依存するコンポーネントは、"コ

ンポーネント ゕーキテクチャ" と呼ばれます。この例としては、Windows ではコンポーネント オブジェクト 

モデル (COM) や分散コンポーネント オブジェクト モデル (DCOM)、その他のプラットフォームでは 

Common Object Request Broker Architecture (CORBA) や Enterprise JavaBeans (EJB) があります。コン

ポーネント ゕーキテクチャでは、コンポーネントとそのンターフェスの配置、コンポーネント間でのメッ

セージやコマンドの伝達、および (場合によっては) 状態保持の方法を管理します。 

ただし、多くの場合、コンポーネントという用語は、構成要素や要素という、より基本的な意味で使用されます。

Microsoft .NET Framework では、このようなコンポーネント ベースの手法を使用したゕプリケーションの構

築がサポートされています。たとえば、このガドでは、ビジネス コンポーネントとデータ コンポーネント 

(一般的には .NET Framework ゕセンブリにコンパルされるコード クラス) について説明しています。これ

らは .NET Framework ランタムの管理下で実行され、このようなコンポーネントが各ゕセンブリ内に 1 つ

以上存在する場合があります。 

コンポーネント ベースのゕーキテクチャ スタルの主なメリットは、次のとおりです。 

 配置の容易性: 互換性のある新しいバージョンが使用可能になったときに、他のコンポーネントやシス

テム全体に影響を及ぼすことなく、既存のバージョンと置き換えられます。 

 コストの削減: サード パーテゖ製のコンポーネントを使用して、開発と保守にかかるコストを分散でき

ます。 

 開発の容易性: コンポーネントでは、定義された機能を提供するための既知のンターフェスを実装

するので、システムの他の部分に影響を及ぼすことなく開発を行えます。 

 再利用可能: 再利用可能なコンポーネントを使用すると、いくつかのゕプリケーションやシステム間で

開発と保守にかかるコストを分散できます。 

 技術的な複雑さの軽減: コンポーネントでは、コンポーネント コンテナーとそのサービスを使用して複

雑さを軽減します。コンポーネント サービスには、コンポーネントのゕクテゖブ化、有効期間の管理、

メソッドのキュー、ベント、トランザクションなどがあります。 

 

Dependency Injection パターンや Service Locator パターンなどの設計パターンは、コンポーネント間の依存

関係を管理して、疎結合や再利用を促進するために使用できます。多くの場合、このようなパターンは、複数の

ゕプリケーション間でコンポーネントを組み合わせたり再利用したりする、複合ゕプリケーションの開発に使用

します。 

既に適切なコンポーネントがある場合やサード パーテゖのサプラヤーから適切なコンポーネントを入手でき

る場合、ゕプリケーションで (データをほとんど、またはまったく入力しないで) プロシージャ形式の機能がメ

ンで実行される場合、または異なるコード言語で記述したコンポーネントを組み合わせる必要がある場合は、



コンポーネント ベースのゕーキテクチャ スタルの使用を検討してください。また、個々のコンポーネントを

簡単に置換および更新できる、プラグ可能なゕーキテクチャや複合ゕーキテクチャを作成する場合も、このスタ

ルの使用を検討してください。 

ドメイン駆動設計のアーキテクチャ スタイル 

ドメン駆動設計 (DDD) は、ビジネス ドメン、その要素と動作、およびそれらの関係に基づいてソフトウェ

ゕを設計するオブジェクト指向の手法です。このゕーキテクチャ スタルの目的は、ビジネス ドメンの専門

家がわかる共通言語でドメン モデルを定義することによって、ビジネス ドメンで必要菜機能を実現するソ

フトウェゕ システムを構築することです。ドメン モデルは、ソリューションを合理化できるフレームワーク

と見なせます。 

ドメン駆動設計を適用するには、モデル化するビジネス ドメンについてよく理解したり、そのようなビジ

ネス知識を習得することに精通している必要があります。多くの場合、開発チームは、ビジネス ドメンの専

門家と連携してビジネス ドメンをモデル化します。ゕーキテクト、開発者、およびその技術の専門家はさま

ざまな経歴を持っており、多くの環境では、それぞれの目的、設計、および要件の定義する際に使用する表現が

異なります。ただし、ドメン駆動設計では、チーム全体が、ビジネス ドメンに重点を置く共通言語のみを

使用するため、技術的な専門用語は使用しません。 

ソフトウェゕの中核にはドメン モデル (この共通言語が直接投影されたもの) があるため、チームはドメン 

モデルに関する共通言語を分析することによって、ソフトウェゕ内のギャップをすばやく特定できます。共通原

語を作成することは、単にドメンの専門家から情報を入手して、それを適用するだけではありません。開発チ

ーム内で発生するコミュニケーションの問題の原因の多くは、ドメンの共通言語の誤解だけでなく、ドメン

の共通言語自体があいまいであることにもあります。ドメン駆動設計のプロセスの目的は、使用する共通言語

を実装することだけでなく、ドメンの共通言語を改善および改良することにもあります。つまり、モデルはド

メンの共通言語を直接投影したものになるので、構築するソフトウェゕにメリットがあります。 

モデルを単純で役に立つ言語コンストラクトとして維持するためには、ドメン モデルで、大規模な分離とカ

プセル化を実装する必要があることが一般的です。このため、ドメン駆動設計に基づいて構築したシステムの

コストは比較的高くなることがあります。ドメン駆動設計を使用すると、保守容易性など、多くの技術上のメ

リットはありますが、複雑なドメン (モデルと言語のプロセスによって、複雑な情報を伝達したり、ドメン

の共通理解を構築するうえで、明らかなメリットがもたらされる場合) にのみ適用することをお勧めします。 

ドメン駆動設計のスタルの主なメリットは、次のとおりです。 



 コミュニケーション: 開発チームの全メンバーが、ドメン モデルとドメン モデルで定義している

エンテゖテゖを使用して、技術的な専門用語を必要とすることなく、ビジネス ドメンの共通言語を

使用して、ビジネスに関する知識と要件を伝達できます。 

 拡張可能: 多くの場合、ドメン モデルはモジュール形式で柔軟性があるため、条件や要件の変更に合

わせて、簡単に更新および拡張できます。 

 テスト可能: ドメン モデル オブジェクトは疎結合でまとまりがあるため、簡単にテストできます。 
 

ドメンが複雑で開発チーム内のコミュニケーションと理解を向上する必要がある場合、またはすべての関係者

が理解できる共通言語でゕプリケーションの設計を説明する必要がある場合は、DDD の使用を検討してくださ

い。また、その他の技法を使用して管理するのが難しい、大規模で複雑な企業データのシナリオにも、DDD が

適しています。 

ドメン駆動設計の技法の詳細については、「Domain Driven Design （ドメン駆動設計） Quickly 日本語

版」(http://www.infoq.com/jp/minibooks/domain-driven-design-quickly) を参照してください。また、

Eric Evans 著『Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software』(Addison-

Wesley、ISBN: 0-321-12521-5) と Jimmy Nilsson 著『Applying Domain-Driven Design and Patterns: 

With Examples in C# and NET』(Addison-Wesley、ISBN: 0-321-26820-2) も参照してください。 

レイヤー型のアーキテクチャ スタイル 

レヤー型ゕーキテクチャでは、ゕプリケーション内の関連する機能を、垂直方向に積み重ねられた別個のレ

ヤーにグループ化することに重点を置いてます。各レヤーの機能は、共通の役割や機能で関連付けられます。

レヤー間の通信は疎結合された状態で明示的に行われます。ゕプリケーションを適宜レヤーにグループ化す

ることにより、関心事が明確に区別され、その結果、柔軟性と保守容易性を得られます。 

レヤー型のゕーキテクチャ スタルは、inverted pyramid of reuse (再利用の逆ピラミッド) と表現され、

各レヤーでは、その直下にあるレヤーの機能と抽象化を統合します。厳密なレヤー型ゕーキテクチャでは、

レヤー内のコンポーネントは、同じレヤー内のコンポーネントか、その直下のレヤー内のコンポーネント

としか対話できません。緩やかなレヤー型ゕーキテクチャでは、レヤー内のコンポーネントは、同じレヤ

ー内のコンポーネントか、それ以下のレヤー内のコンポーネントと対話できます。 

ゕプリケーションのレヤーは、同一の物理コンピューター (同じ層) に配置するか、別個のコンピューター (n 

層) に分散させることが可能で、各レヤーのコンポーネントは、明確に定義されたンターフェスを通じて

他のレヤーのコンポーネントと通信します。たとえば、一般的な Web ゕプリケーションの設計は、プレゼン

テーション レヤー (UI に関連する機能)、ビジネス レヤー (ビジネス ルールの処理)、データ レヤー (デ

ータ ゕクセスに関連する機能で、その大半が高度なデータ ゕクセス フレームワークを使用して実装されている

http://www.infoq.com/jp/minibooks/domain-driven-design-quickly


場合がほとんどです) で構成されます。n 層ゕプリケーションのゕーキテクチャ スタルの詳細については、こ

の章の後半の「n 層と 3 層のゕーキテクチャ スタル」を参照してください。 

レヤー型のゕーキテクチャ スタルを使用する設計の一般的な原理は、次のとおりです。 

 抽象化: レヤー型ゕーキテクチャでは、システムの全体像を抽象化し、個々のレヤーの役割や機能

と、レヤー間の関係を理解するのに必要な情報を提供します。 

 カプセル化: データ型、メソッド、およびプロパテゖについて仮定する必要はありません。また、これ

らの特性はレヤーの境界で公開されないので、設計時に実装する必要はありません。 

 機能レイヤーの明確な定義: 各レヤーの機能は明確に分離されます。上位レヤー (プレゼンテーシ

ョン レヤーなど) では、下位レヤー (ビジネス レヤー、データ レヤーなど) にコマンドを送

信し、下位レヤーで発生したベントに応答することで、データはレヤー間で上下に渡されます。 

 高い結合性: 各レヤーで機能の境界が明確に定義され、そのレヤーのタスクと直接関連する機能が

各レヤーに含まれるため、レヤー内で結合を最大化するのに役立ちます。 

 再利用可能: 下位レヤーは上位レヤーに依存しないので、他のシナリオで再利用できます。 

 疎結合: レヤー間の通信は、抽象化とベントに基づいて行われるので、レヤー間の疎結合が実現

されます。 

 

レヤー型ゕーキテクチャを採用したゕプリケーションの例には、経理システムや顧客管理システムなどの基幹

業務 (LOB) ゕプリケーション、企業の Web ベースのゕプリケーションや Web サト、ビジネス ロジックの

実装に一元管理されたゕプリケーション サーバーを使用する、企業のデスクトップ クラゕントやスマート ク

ラゕントなどがあります。 

レヤー型のゕーキテクチャ スタルは、多数の設計パターンでサポートされています。たとえば、

Separated Presentation パターンには、UI によるユーザーとの対話、プレゼンテーション ロジックとビジネ

ス ロジック、およびユーザーが使用するゕプリケーション データを処理する、さまざまなパターンが含まれま

す。また、このパターンでは、開発者が UI を動作させるためのコードを記述して、グラフゖック デザナー

が UI 自体を作成することが可能です。このように機能を別個の役割に分割することで、個々の役割の動作をテ

ストする機会が増加します。Separated Presentation パターンの主要な原理は、次のとおりです。 

 関心事の分離: Separated Presentation パターンでは、UI 処理の関心事を別個の役割に分割していま

す。たとえば、MVC には、Model、View、および Controller という 3 つの役割があります。Model 

と View では、それぞれデータ (ビジネス ルールを含むドメン モデル) と UI を表し、Controller で

は、要求の処理、モデルの操作、およびその他の操作を実行します。 



 イベント ベースの通知: Model の変更によってデータを管理している場合は、一般的に Observer パ

ターンを使用して、View に通知します。 

 イベント処理の委任: Controller では、View の UI コントロールでトリガーされたベントを処理し

ます。 

 

Separated Presentation パターンには、これ以外に、Passive View パターンや Supervising Presenter 

(Supervising Controller) パターンがあります。 

レヤー型のゕーキテクチャ スタルと Separated Presentation パターンの主なメリットは、次のとおりで

す。 

 抽象化: レヤーでは、抽象化レベルで変更を行うことが可能です。階層構造になっている各レヤー

で使用する抽象化のレベルは、上下に調整できます。 

 分離: リスクを軽減し、システム全体への影響を最小限に抑えるために、テクノロジのゕップグレード

はレヤーごとに行えます。 

 管理容易性: 主な関心事を分離することで、依存関係を特定して、コードをより管理しやすい単位にま

とめられます。 

 パフォーマンス: レヤーを複数の物理層に分散することで、スケーラビリテゖ、フォールト トレラン

ス、およびパフォーマンスが向上します。 

 再利用性: 役割によって再利用性を促進します。たとえば、MVC では、Controller とその他の対応し

ている View を共に再利用して、同一のデータと機能に対して役割固有のビューやユーザーがカスタマ

ズしたビューを提供します。 

 テスト容易性: 明確に定義されたレヤーのンターフェスとレヤーのンターフェスの実装を

切り替えられることにより、テスト容易性が向上します。Separated Presentation パターンを使用す

ると、テスト中に Model、Controller、または View のような具体的なオブジェクトの動作を模倣する

モック オブジェクトを構築できます。 

 

他のゕプリケーションでの再利用に適しているレヤーがある場合、サービスのンターフェスを通じて適切

なビジネス プロセスを公開するゕプリケーションがある場合、またはゕプリケーションが複雑であるため、概

要レベルの設計を分離して、各チームがさまざまな機能分野に集中できるようにする必要がある場合は、レヤ

ー型のゕーキテクチャ スタルの使用を検討してください。また、ゕプリケーションで複数の種類のクラゕ

ントやデバスをサポートする必要がある場合や、複雑で構成可能なビジネス ルールやビジネス プロセスを実

装する必要がある場合にも、レヤー型のゕーキテクチャ スタルが適しています。 



テスト容易性を向上し、UI 機能の保守作業を簡略化する必要がある場合、または UI を機能させるロジック コ

ードの開発と UI をデザンする作業を分ける必要がある場合は、Separated Presentation パターンの使用を

検討してください。また、UI のデザンに要求を処理するコードが含まれておらず、ビジネス ロジックが実装

されていない場合も、このパターンが適しています。 

メッセージ バスのアーキテクチャ スタイル 

メッセージ バス ゕーキテクチャでは、1 つ以上の通信チャネルを使用してメッセージを送受信できるソフトウ

ェゕ システムを使用する原理を定義して、ゕプリケーションが相互に詳細を把握することなく対話できるよう

にしています。これは、共通のバスを通じてメッセージを (通常は非同期に) 渡すことによってゕプリケーショ

ン間で通信を行うようなゕプリケーションを設計するためのスタルです。最も一般的なメッセージ バスのゕ

ーキテクチャの実装では、メッセージング ルーターか Publish/Subscribe パターンが使用され、多くの場合、

メッセージ キューなどのメッセージング システムを使用して実装されます。多くの実装は、メッセージの送受

信を行うための共通のスキーマと共有ンフラストラクチャを使用して通信する個々のゕプリケーションで構成

されています。メッセージ バスでは、次の項目を処理する機能が提供されます。 

 メッセージ指向の通信: ゕプリケーション間のすべての通信は、既知のスキーマを使用するメッセージ

に基づいて行われます。 

 複雑な処理ロジック: 複雑な操作は、多段階モデルの一環として、特定のタスクをサポートする小さな

操作を組み合わせることによって実行できます。 

 処理ロジックへの変更: バスとの通信は共通のスキーマとコマンドに基づいているため、バスでゕプリ

ケーションを挿入または削除して、メッセージの処理に使用するロジックを変更できます。 

 さまざまな環境との統合: 一般的な標準に基づいたメッセージ ベースの通信モデルを使用して、

Microsoft .NET Framework や Java などの、異なる環境用に開発されたゕプリケーションと通信でき

ます。 

 

メッセージ バスの設計は、長い間、複雑な処理規則をサポートするために使用されてきました。この設計では、

ゕプリケーションをプロセスに組み込んだり、同じゕプリケーションのいくつかのンスタンスをバスにゕタッ

チすることでスケーラビリテゖを向上したりできる、プラグ可能なゕーキテクチャが提供されます。メッセージ 

バスのスタルには、次のような種類があります。 

 Enterprise Service Bus (ESB: エンタープライズ サービス バス): ESB では、メッセージ バスの設

計に基づいて、バスにゕタッチされているコンポーネントとバス間の通信にサービスを使用します。通

常、ESB では、メッセージを別の形式に変換するサービスが提供されるので、互換性がないメッセー

ジ形式を使用するクラゕント間の通信が可能になります。 



 Internet Service Bus (ISB: インターネット サービス バス): エンタープラズ サービス バスと似

ていますが、ゕプリケーションは社内ネットワークではなくクラウドでホストされる点が異なります。

ISB の主要な概念は、Uniform Resource Identifier (URI) とポリシーを使用して、クラウドでホスト

しているゕプリケーションとサービスのロジックのルーテゖングを制御することです。 

 

メッセージ バスのゕーキテクチャ スタルの主なメリットは、次のとおりです。 

 拡張性: 既存のゕプリケーションに影響を及ぼすことなく、ゕプリケーションをバスに追加したり、ゕ

プリケーションをバスから削除したりできます。 

 複雑さの軽減: 各ゕプリケーションではバスとの通信方法だけを認識していればよいので、ゕプリケー

ションの複雑さが軽減します。 

 柔軟性: ルーテゖングを制御する構成やパラメーターを変更するだけで、複雑なプロセス (ゕプリケー

ション間の通信パターン) を構成している一連のゕプリケーションを、ビジネスやユーザーの要件の変

化に合わせて簡単に変更できます。 

 疎結合: ゕプリケーションでメッセージ バスとの通信に適したンターフェスを公開していれば、ゕ

プリケーション自体には依存しないため、同じンターフェスを公開するゕプリケーションを変更、

更新、および置換できます。 

 スケーラビリティ: 複数の要求を同時に処理するために、同じゕプリケーションの複数のンスタンス

をバスにゕタッチできます。 

 アプリケーションの単純性: メッセージバスを実装するとンフラストラクチャが複雑になりますが、

各ゕプリケーションでは、他のゕプリケーションへの複数の接続をサポートする必要はなく、メッセー

ジ バスへの接続のみをサポートすれば良いというメリットがあります。 

 

タスクを実行するためにゕプリケーション間で相互運用が必要なゕプリケーションがあるか、または複数のタス

クを 1 つの操作に統合する必要がある場合は、メッセージ バスのゕーキテクチャ スタルの使用を検討してく

ださい。また、外部ゕプリケーションとの連携が必要なタスクや異なる環境でホストされるゕプリケーションを

実装する必要がある場合にも、このスタルが適しています。 

n 層と 3 層のアーキテクチャ スタイル 

n 層と 3 層のゕーキテクチャ スタルでは、レヤー型のスタルとほぼ同じ方法で、機能をセグメントに分

割することを定義していますが、階層化される各セグメントが物理的に別のコンピューターに配置される点が異



なります。これらはコンポーネント指向の手法を通じて進化したもので、通常、通信には、メッセージ ベース

の手法ではなくプラットフォーム固有の方法を使用します。 

n 層ゕプリケーションのゕーキテクチャは、ゕプリケーション、サービス コンポーネント、およびそれらの分

散配置を機能で分割することを特徴とし、スケーラビリテゖ、可用性、管理容易性、およびリソースの使用率が

向上します。各層は、その直上と直下にある層を除く、すべての層から完全に独立しています。n 番目の層で把

握している必要があるのは、n + 1 番目の層からの要求を処理する方法、その要求を n - 1 番目の層に転送する

方法 (その直下に層がある場合のみ)、および要求の結果の処理方法だけです。スケーラビリテゖを向上するた

めに、層間の通信は一般的に非同期で行われます。 

通常、n 層ゕーキテクチャには、少なくとも 3 つの別個の論理部分があり、それぞれ別の物理サーバーに配置

されています。それぞれの部分では、特定の機能が実行されます。レヤー型の設計手法では、レヤーで公開

される機能に 1 つ以上のサービスやゕプリケーションが依存している場合、そのレヤーは層に配置されます。 

n 層と 3 層のゕーキテクチャ スタルは、セキュリテゖが重視される、一般的な財務関係の Web ゕプリケー

ションなどで使用されます。ビジネス レヤーはフゔゕウォールの内側に配置する必要があります。これに

より、プレゼンテーション レヤーが境界ネットワークの別個の層に配置されます。このスタルは、プレゼ

ンテーション レヤーがクラゕント コンピューターに配置され、ビジネス レヤーとデータ レヤーが 1 

つまたは複数のサーバー層に配置される一般的な接続型のリッチ クラゕント ゕプリケーションでも使用され

ます。 

n 層と 3 層のゕーキテクチャ スタルの主なメリットは、次のとおりです。 

 保守容易性: それぞれの層が他の層から独立しているので、ゕプリケーション全体に影響を及ぼすこと

なく、更新や変更を適用できます。 

 スケーラビリティ: 層はレヤーの配置に基づいているため、ゕプリケーションは、かなり簡単にスケ

ールゕウトできます。 

 柔軟性: 各層は個別に管理または拡張できるので、柔軟性が高くなります。 

 可用性: ゕプリケーションでは、簡単に拡張できるコンポーネントを使用して、実現するシステムのモ

ジュール式ゕーキテクチャを活用できるので、可用性が向上します。 

 

ゕプリケーション内のレヤーの処理要件が異なり、あるレヤーの処理で、他のレヤーの処理が遅延するほ

どの量のリソースが使用されたり、ゕプリケーション内のレヤーのセキュリテゖ要件が異なる場合は、n 層と 

3 層のゕーキテクチャ スタルの使用を検討してください。たとえば、機密データは、ビジネス レヤーやデ

ータ レヤーに格納しても問題ないが、プレゼンテーション レヤーには格納しないようにする必要がある場

合です。また、ゕプリケーション間でビジネス ロジックを共有できるようにしたり、必要な数のサーバーを各

層に割り当てるのに十分なハードウェゕがある場合も、n 層と 3 層のゕーキテクチャ スタルが適しています。 



すべてのサーバーが社内ネットワーク内に配置されているントラネット ゕプリケーションや、セキュリテゖ

要件によって、一般に公開される Web サーバーやゕプリケーション サーバーにビジネス ロジックを配置する

ことが制限されていないンターネット ゕプリケーションを開発する場合は、3 層のゕーキテクチャ スタル

の使用を検討してください。セキュリテゖ要件によって、ビジネス ロジックを境界ネットワークに配置できな

い場合、またはゕプリケーションでリソースが大量に使用され、その機能を別のサーバーにオフロードする必要

がある場合は、3 層以上のゕーキテクチャ スタル使用を検討してください。 

オブジェクト指向のアーキテクチャ スタイル 

オブジェクト指向ゕーキテクチャは、ゕプリケーションやシステムを再利用可能で自己完結型の個別のオブジェ

クトに分割する機能のグループをベースとした設計パラダムです。各オブジェクトには、そのオブジェクトに

関連するデータと動作が含まれます。オブジェクト指向の設計では、システムを、一連のルーチンや手続き型の

命令ではなく、一連の連携するオブジェクトと見なします。オブジェクトは独立していて疎結合されており、メ

ソッドの呼び出し、または他のオブジェクトのプロパテゖへのゕクセスと、メッセージの送受信によって、ン

ターフェスを通じて通信します。オブジェクト指向のゕーキテクチャ スタルの主要な原理は次のとおりで

す。 

 抽象化: 抽象化により、処理の基本的な機能を維持したまま、複雑な処理を減らして汎用的な処理にす

ることが可能です。たとえば、Get や Update のような単純なメソッドを使用するデータ ゕクセス処

理をサポートする既知の定義を抽象ンターフェスにできます。また、構造化データを保持する 2 

つの形式のマッピングに使用するメタデータも抽象化の一例です。 

 複合化: オブジェクトは別のオブジェクトから組み立てることが可能で、内部オブジェクトを他のクラ

スに公開しないか、または単純なンターフェスとして公開するかを選択できます。 

 継承: オブジェクトは他のオブジェクトから継承することが可能で、基本オブジェクトの機能を使用す

るか、その機能をオーバーラドして新しい動作を実装することができます。また、基本オブジェクト

への変更は、そのオブジェクトを継承するオブジェクトにも自動的に反映されるので、メンテナンスや

更新が容易になります。 

 カプセル化: オブジェクトの機能はメソッド、プロパテゖ、およびベントによってのみ公開され、状

態や変数などの内部の詳細は、他のオブジェクトには公開されません。ンターフェスの互換性があ

れば、他のオブジェクトやコードに影響を及ぼすことなく、オブジェクトを簡単に更新および置換でき

ます。 

 ポリモーフィズム (多態性): 既存のオブジェクトと置き換え可能な新しい型を実装することによって、

ゕプリケーションの処理をサポートする基本型の動作をオーバーラドできます。 



 分離: オブジェクトで実装し、コンシューマーが認識できる抽象ンターフェスを定義することによ

って、オブジェクトをコンシューマーから分離できます。これにより、ンターフェスのコンシュー

マーに影響を及ぼすことなく、別の実装を提供できます。 

 

オブジェクト指向のスタルは、一般的に、複雑な科学的な処理や財務処理をサポートするオブジェクト モデ

ルを定義したり、ビジネス ドメンにおける実際の成果物 (顧客、注文など) を表すオブジェクトを定義したり

する場合に使用します。通常、後者のプロセスは、オブジェクト指向のスタルの原理を活用した、より専門的

なドメン駆動設計のスタルを使用して実装します。詳細については、この章の前半で説明した「ドメン駆

動設計のゕーキテクチャ スタル」を参照してください。 

オブジェクト指向のゕーキテクチャ スタルの主なメリットは、次のとおりです。 

 理解しやすい: ゕプリケーションを実際のオブジェクトに密接にマップするため、理解しやすくなりま

す。 

 再利用可能: ポリモーフゖズムと抽象化によって、再利用性が向上します。 

 テスト可能: カプセル化によりテスト容易性が向上します。 

 拡張可能: カプセル化、ポリモーフゖズム、および抽象化により、オブジェクトで公開されるンター

フェスが、データの表現の変更による影響を受けません。これにより、他のオブジェクトとの通信や

相互作用の機能が制限されることはありません。 

 高い結合性: 関連するメソッドおよび機能のみをオブジェクト内に配置して、機能セットに合わせて異

なるオブジェクトを使用することによって、高度なレベルの結合を実現できます。 

 

実際のオブジェクトや操作に基づいてゕプリケーションをモデル化する必要がある場合や、設計と運用の要件を

満たす、適切なオブジェクトとクラスが既に存在している場合は、オブジェクト指向のゕーキテクチャ スタ

ルの使用を検討してください。また、ロジックとデータの両方を再利用可能なコンポーネントにカプセル化する

必要がある場合や、抽象化と動的な動作が必要な複雑なビジネス ロジックがある場合も、オブジェクト指向の

スタルが適しています。 

サービス指向のアーキテクチャ スタイル 

サービス指向ゕーキテクチャ (SOA) では、ゕプリケーションの機能を一連のサービスとして提供して、ソフト

ウェゕ サービスを使用するゕプリケーションを作成できます。呼び出し、公開、および検出が可能な標準ベー

スのンターフェスを使用するので、サービスは緩やかに結合されます。SOA のサービスでは、コンポーネ

ントやオブジェクト ベースではなく、ゕプリケーションを対象とするンターフェスを通じて、スキーマと



メッセージ ベースのゕプリケーションとの対話を実現することに重点を置いています。SOA のサービスは、コ

ンポーネント ベースのサービス プロバダーとして扱わないようにする必要があります。 

SOA のスタルでは、さまざまなプロトコルやデータ形式を使用して情報を伝達することで、ビジネス プロセ

スを相互運用可能なサービスにパッケージ化できます。クラゕントとその他のサービスは、同じ層で実行され

ているローカル サービスにゕクセスしたり、接続しているネットワーク経由でリモート サービスにゕクセスす

ることが可能です。 

SOA のゕーキテクチャ スタルの主要な原理は次のとおりです。 

 自律的なサービス: 各サービスは、個別に管理、開発、配置、およびバージョン管理されます。 

 分散可能なサービス: 必要な通信プロトコルがネットワークでサポートされていれば、サービスは、ロ

ーカルまたはリモートを問わず、ネットワーク上の任意の場所に配置できます。 

 疎結合されているサービス: 各サービスは他のサービスから独立しているので、ンターフェスの互

換性があれば、サービスを使用しているゕプリケーションに支障をきたすことなく、サービスを置き換

えたり更新したりできます。 

 クラスではなくスキーマとコントラクトを共有するサービス: サービスが通信する際には、内部クラス

ではなくコントラクトとスキーマを共有します。 

 ポリシーに基づく互換性: この場合のポリシーとは、トランスポート、プロトコル、セキュリテゖなど

の機能の定義を指しています。 

 

サービス指向ゕプリケーションは、情報の共有、多段階のプロセスの処理 (予約システム、オンラン ストゕな

ど)、エクストラネットを経由した業界固有のデータやサービスの公開、複数のソースの情報を組み合わせるマ

ッシュゕップの作成などに使用されます。 

SOA のゕーキテクチャ スタルの主なメリットは、次のとおりです。 

 ドメインの調整: 標準ンターフェスを使用する共通のサービスを再利用することによって、ビジネ

スとテクノロジの機会を増加しながら、コストを削減できます。 

 抽象化: サービスは自律しており、正式なコントラクトを通じてゕクセスされるので、疎結合と抽象化

が提供されます。 

 検出可能性: サービスでは、他のゕプリケーションやサービスがそのサービスを検出して、ンターフ

ェスを自動的に特定できるようにするための記述を公開できます。 

 相互運用性: プロトコルとデータ形式は業界標準に基づいているため、さまざまなプラットフォームで

サービスのプロバダーとコンシューマーを構築および配置できます。 



 合理化: 多数のゕプリケーションで機能を複製するためではなく、特定の機能を提供するために、サー

ビスでは、きめ細かい設定を構成できます。これにより、機能の重複を排除できます。 

 

再利用するのに適したサービスにゕクセスできる場合、ホステゖング企業が提供している適切なサービスを購入

できる場合、1 つの UI がさまざまなサービスで構成されているゕプリケーションを構築する必要がある場合、

または Software plus Services (S+S: ソフトウェゕ プラス サービス)、Software as a Service (SaaS: サー

ビスとしてのソフトウェゕ)、またはクラウド ベースのゕプリケーションを作成する場合は、SOA のスタル

の使用を検討してください。また、ゕプリケーションのセグメント間でメッセージ ベースの通信をサポートし

て、プラットフォームから独立した形で機能を公開する必要がある場合、認証などの統合されたサービスを活用

するか、デゖレクトリ経由で検出可能で、ンターフェスに関する予備知識を持たないクラゕントが使用で

きるサービスを公開する必要がある場合も、SOA のスタルが適しています。 

関連情報 

Web リソースに簡単にゕクセスするには、オンラン版の参考文献 

(http://www.microsoft.com/architectureguide、英語) を参照してください。 

Eric Evans 著『Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software』(Addison-

Wesley、2004 年) 

Jimmy Nilsson 著『Applying Domain-Driven Design and Patterns: With Examples in C# and NET』

(Addison-Wesley、2006 年) 

ゕーキテクチャ スタルの詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 ドメン駆動設計の概要 (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/dd419654.aspx) 

 ドメン駆動設計・開発の実践 (http://www.infoq.com/jp/articles/ddd-in-practice)  

 Fear Those Tiers (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc168629.aspx、英語) 

 Layered Versus Client-Server (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb421529.aspx、英

語) 

 Message Bus (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978583.aspx、英語) 

 マクロソフトのエンタープラズ サービス バス (ESB) に関するガダンス 

(http://www.microsoft.com/biztalk/solutions/soa/esb.mspx、英語) 

 Separated Presentation (http://martinfowler.com/eaaDev/SeparatedPresentation.html、英語) 
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 Services Fabric: Fine Fabrics for New-Era Systems (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/cc168621.aspx、英語) 
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