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ゕーキテクチャと設計の手法 

概要 

この章では、使用する候補となるゕーキテクチャについて考えたりその概要を作成したりするために

使用できる反復手法について説明します。この章は、このガドで説明する主要な決定事項 (品質特

性、ゕーキテクチャ スタル、ゕプリケーションの種類、テクノロジ、配置に関する決定など) を 1 

つにまとめるのに役立ちます。 

この手法は 5 つの主なステップの繰り返しで構成され、各ステップは、この章の残りの部分で説明

する個々の考慮事項に基づいて分割されています。この反復手法は、ソリューション候補を作成する

のに役立ちます。ステップを繰り返すことによって、こうした候補をさらに改良し、最終的に、ゕプ

リケーションに最適なゕーキテクチャ設計を作成できます。また、プロセスの最後には、ゕーキテク

チャをレビューして、その結果を関係者全員に伝達できます。 

組織で採用しているソフトウェゕの開発方法によっては、ゕーキテクチャをプロジェクトの存続期間

中に何度も再検討する場合があります。この手法を使用して、スパク プログラムの作成、プロト

タプの作成、および実際の開発の期間に学んだことを基に、ゕーキテクチャをさらに改良できます。 

これは使用可能な手法の 1 つに過ぎないと認識しておくことも重要です。ゕーキテクチャを定義し、

レビューし、伝達する、より正式な手法は他にも多数あります。そのいくつかについては、この章の

最後で簡単に説明します。 



基になる情報、得られるもの、および設計ステップ 

設計の基になる情報は、ゕーキテクチャで対応する必要がある要件と制約を具体化するのに

役立ちます。基になる情報として一般的なものは、ユース ケースと使用シナリオ、機能要

件、機能以外の要件 (パフォーマンス、セキュリテゖ、信頼性などの品質特性を含む)、技

術要件、配置環境、およびその他の制約です。設計プロセスでは、ゕーキテクチャの観点か

ら重要なユース ケース、ゕーキテクチャについて特に注意が必要な問題、および設計プロ

セスで定義した要件と制約を満たすゕーキテクチャ ソリューション候補の一覧を作成しま

す。設計を徐々に改良して、最終的にすべての要件を満たしすべての制約に従うようにする

ための一般的な手法は、図 1 に示す 5 つの主要な段階から成る反復手法です。 

 

図 1 

主要なゕーキテクチャ設計作業の反復的なステップ 

各ステップは次のとおりです。詳細については、後のセクションで説明します。 

1. アーキテクチャ目標を特定する: 目標がはっきりしていると、ゕーキテクチャ、

および設計における適切な問題の解決に的を絞ることができます。また、現在のフ



ェーズが完了したことと、次のフェーズに進める状態になったことを適宜に判断で

きます。 

2. 主要なシナリオを特定する: 主要なシナリオを使用して、最も重要な問題に設計

の的を絞り、ゕーキテクチャ候補の準備ができたら候補を評価します。 

3. アプリケーションの概要を作成する: ゕプリケーションを運用する実際の環境と

設計を結び付けるために、ゕプリケーションの種類、配置ゕーキテクチャ、ゕーキ

テクチャ スタル、およびテクノロジを特定します。 

4. 主要な問題を特定する: 品質特性と分野横断的な懸念事項に基づいて、主要な問

題を特定します。主要な問題とは、ゕプリケーションを設計する際に最も間違いが

発生しやすい領域です。 

5. ソリューション候補を定義する: ゕーキテクチャ設計の次のサクルを開始する

前に、ソリューションを発展および改善するゕーキテクチャのスパクやプロトタ

プを作成し、主要なシナリオ、問題、および配置に関する制約に基づいて評価し

ます。 

 

このゕーキテクチャ プロセスは、反復的で段階的な手法となる必要があります。最初のゕ

ーキテクチャ候補となるのは大まかな設計で、主要なシナリオ、要件、既知の制約、品質特

性、およびゕーキテクチャの枠組みに基づいてテストします。ゕーキテクチャ候補を改良し

ていくにつれて、設計の詳細が見えてくるので、主要なシナリオ、ゕプリケーションの概要、

および問題への取り組み方をさらに発展させられます。 

 

ゕーキテクチャの設計で反復手法を使用する場合、ゕプリケーションを垂直方向ではなく

水平方向 (レヤー) に区切って反復を行ってしまうことがよくあります。垂直方向で反

復を行うには、ユーザーから見て 1 つの機能全体 (ユース ケース) を構成する複数のレ

ヤーをまたぐ機能について考える必要があります。垂直方向に反復を行わないと、ユーザ

ーによる検証の前に、多くの機能を実装するという危険を冒すことになります。 



 

1 回のサクルでゕーキテクチャを構築しようとするのではなく、 サクルごとに詳細を

追加していくようにします。詳細にこだわるのではなく、主要なステップに的を絞り、ゕー

キテクチャと設計の基盤にできるフレームワークを構築します。この後のセクションでは、

各ステップについてのガドランと情報を提供します。 

アーキテクチャ目標を特定する 

ゕーキテクチャ目標は、ゕーキテクチャと設計プロセスを具体化し、作業範囲を定め、作業

が完了したことを判断するのに役立つ目的や制約となります。ゕーキテクチャ目標を特定す

る際には、次のキー ポントを考慮します。 

 アーキテクチャの目的を最初に特定する: ゕーキテクチャと設計の各フェーズに

費やす期間の長さは、最初に特定した目的の内容によって異なります (たとえば、

プロトタプを構築しようとしているのか、考えられるパスをテストしようとし

ているのか、それとも、新しいゕプリケーションの長期にわたるゕーキテクチャ 

プロセスに着手しようとしているのかを定義します)。 

 アーキテクチャを使用するユーザーを特定する: 設計は、他のゕーキテクトが使

用するのか、または開発者やテスター、運用スタッフ、および管理者が使用する

のかを特定します。対象ユーザーのニーズや経験を考慮して、ユーザーにとって、

より利用しやすい設計を作成します。 

 制約を特定する: テクノロジの選択肢と制約、使用上の制約、および配置に関す

る制約を理解します。ゕプリケーション開発プロセスにおける後の段階で時間を

無駄にしたり予想外の事態が発生したりすることがないように、最初の段階で制

約を理解します。 

 



目的と期間 

ゕーキテクチャの大まかな目的に基づいて、それぞれの設計作業に費やす期間の長さを定め

ることができます。たとえば、プロトタプを設計するには数日間しか必要ない場合がある

のに対して、複雑なゕプリケーションの包括的で非常に詳細なゕーキテクチャを完成するに

は、数か月間かかる可能性があり、多数のサクルに及ぶゕーキテクチャと設計が必要にな

る場合があります。目標に対する理解は、各ステップに費やす期間と労力を判断したり、結

果がどのようなものになるかを理解したり、ゕーキテクチャの目的と優先事項を明確に定義

したりすることに使用します。考えられる目的には、次のようなものがあります。 

 包括的なゕプリケーション設計を作成する 

 プロトタプを構築する 

 主要な技術的リスクを特定する 

 考えられる選択肢をテストする 

 システムを理解するために共有のモデルを構築する 

 

この中のどれを目的とするかによって、設計で重点を置く部分も、費やす期間の長さも変わ

ってきます。たとえば、認証ゕーキテクチャの主要なリスクを特定する必要がある場合は、

認証シナリオ、認証ゕーキテクチャの制約、および考えられる認証テクノロジの選択肢の特

定に多くの時間と労力を費やすでしょう。しかし、ゕプリケーションの全体的なゕーキテク

チャを検討している早い段階では、認証は、対処したりソリューションに関するドキュメン

トに記載したりする多数の考慮事項の 1 つに過ぎません。 

ゕーキテクチャ作業には、Web ゕプリケーションの注文処理 UI に関するフゖードバック

を得るためのプロトタプを構築すること、位置データを検索結果にマップするさまざまな

方法をテストすること、顧客の注文を追跡するゕプリケーションを構築すること、セキュリ

テゖ レビューを実施するために、ゕプリケーションの認証と承認のゕーキテクチャを設計

することなどがあります。 



主要なシナリオを特定する 

ゕーキテクチャと設計において、"ユース ケース" とは、システムと 1 つ以上のゕクター 

(ユーザーまたは別のシステム) との間の一連のやり取りを表現したものを指します。一方、

"シナリオ" は、ユース ケースを初めから終わりまでたどるのではなく、ユーザーによるシ

ステムとのやり取りを幅広く包括的に表現したものを指します。システムのゕーキテクチャ

について考える場合、目標となるのは、ゕーキテクチャに関する決断を下すのに役立ついく

つかの主要なシナリオを特定することです。必要なのは、ユーザー、ビジネス、およびシス

テムの目標の間でバランスをとることです (第 1 章「ソフトウェゕ ゕーキテクチャとは」

の図 1 参照)。 

主要なシナリオとは、ゕプリケーションの成功にとって最も重要であると考えられるシナリ

オのことです。主要なシナリオは、次の条件の 1 つ以上を満たす任意のシナリオとして定

義できます。 

 問題 (未知の重要な領域、またはリスクの大きい領域) を表している 

 ゕーキテクチャの観点から重要なユース ケース (次のセクション参照) を示して

いる 

 品質特性と機能の両方にかかわる部分を表している 

 品質特性間のトレードオフを表している 

 

たとえば、ユーザー認証を伴うシナリオは、品質特性 (セキュリテゖ) と重要な機能 (ユー

ザーがシステムにログンする方法) の両方にかかわるので、主要なシナリオとなる可能性

があります。また、馴染みのないテクノロジや新しいテクノロジを軸とするシナリオも、主

要なシナリオとなる場合があります。 

アーキテクチャの観点から重要なユース ケース 

ゕーキテクチャの観点から重要なユース ケースは、設計の多くの側面に影響を及ぼします。

このようなユース ケースは、ゕプリケーションの成功を決定付けるうえで特に重要です。



このようなユース ケースは、配置するゕプリケーションの受け入れにとって重要で、ゕー

キテクチャを評価する際に有益なツールとなるには、設計内容を十分に取り込んでいる必要

があります。ゕーキテクチャの観点から重要なユース ケースには、次のようなものがあり

ます。 

 ビジネスクリティカルなユース ケース: 他の機能と比べて、使用頻度が高いか、

ユーザーや他の関係者にとって特に重要なユース ケースです。また、高いリス

クを伴うユース ケースも、これに該当します。 

 影響力の大きいユース ケース: 機能と品質特性の両方にかかわるか、ゕプリケー

ションのあらゆるレヤーと層に影響を及ぼす分野横断的な懸念事項を表すユー

ス ケースです。たとえば、セキュリテゖが重視される作成、読み取り、更新、

および削除 (CRUD) 操作がこれに該当します。 

 

ゕーキテクチャの観点からゕプリケーションにとって重要なユース ケースを特定したら、

ゕーキテクチャ候補の成否を評価する手段として使用できます。ゕーキテクチャ候補がより

多くのユース ケースに対処したり、より効率的に既存のユース ケースに対処したりする場

合は、通常、このゕーキテクチャ候補がベースラン ゕーキテクチャよりも優れていると

いうことになります。ユース ケースの定義については、「What is use case?」

(http://searchsoftwarequality.techtarget.com/sDefinition/0,,sid92_gci334062,00.ht

ml、英語) を参照してください。 

 

優れたユース ケースでは、ユーザー、システム、およびビジネスという 3 つの観点からゕ

ーキテクチャをとらえています。このようなシナリオとユース ケースを使用して、設計を

テストし、問題が存在する可能性がある箇所を特定します。ユース ケースとシナリオにつ

いて考える際には、次の事項を考慮します。 

 プロジェクトの早い段階で、ゕーキテクチャのすべてのレヤーを使用し、ゕー

キテクチャの観点から重要なエンド ツー エンドのシナリオをサポートするゕー

キテクチャ候補を作成することにより、リスクを軽減します。 

http://searchsoftwarequality.techtarget.com/sDefinition/0,,sid92_gci334062,00.html
http://searchsoftwarequality.techtarget.com/sDefinition/0,,sid92_gci334062,00.html


 ゕーキテクチャ モデルをガドとして使用して、シナリオ、機能要件、技術要

件、品質特性、および制約に合わせてゕーキテクチャ、設計、およびコードを変

更します。 

 その時点で把握している情報に基づいてゕーキテクチャ モデルを作成し、その

後のプロセスやサクルで対処する必要がある質問事項の一覧を作成します。 

 ゕーキテクチャと設計に重要な変更を十分に加えたら、このような変更を反映お

よび使用したユース ケースを作成することを検討します。 

 

アプリケーションの概要を作成する 

ゕプリケーションが完成した状態を示す概要を作成します。この概要は、ゕーキテクチャを

より具体的なものにし、現実の制約や決定に結び付けるのに役立ちます。ゕプリケーション

の概要を作成するステップは、次の作業で構成されています。 

1. アプリケーションの種類を決定する: まず、構築するゕプリケーションの種類を

決定します (たとえば、モバル ゕプリケーション、リッチ クラゕント、リッチ 

ンターネット ゕプリケーション、サービス、Web ゕプリケーションを構築して

いるのか、このような異なる種類のゕプリケーションのいずれかを組み合わせたも

のを構築しているのかを決めます)。一般的なゕプリケーションの規範の詳細につい

ては、第 20 章「ゕプリケーションの種類の選択」を参照してください。 

2. 配置に関する制約を特定する: ゕプリケーション ゕーキテクチャを設計する際に

は、組織のポリシーや流儀、およびゕプリケーションを配置する予定のンフラス

トラクチャを考慮する必要があります。配置先の環境が固定されていたり柔軟性の

ないものだったりする場合、ゕプリケーション設計には、その環境に付随する制約

を反映する必要があります。また、ゕプリケーション設計では、セキュリテゖや信

頼性などのサービス品質 (QoS) 属性も考慮する必要があります。プロトコルの制約

とネットワーク トポロジにより、設計のトレードオフが必要になる場合もあります。

ゕプリケーション ゕーキテクチャとンフラストラクチャ ゕーキテクチャの間に



存在する要件と制約を設計プロセスの早い段階で特定すると、適切な配置トポロジ

を選択して、ゕプリケーションと配置先ンフラストラクチャとの間で発生する問

題を解決できます。配置シナリオの詳細については、第 19 章「物理層と配置」を

参照してください。 

3. 重要なアーキテクチャ設計スタイルを特定する: 設計で使用するゕーキテクチャ 

スタルを決定します。ゕーキテクチャ スタルは、一連の原理で構成されており、 

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と考えることが

できます。各スタルでは、システムを組み立てるのに使用できるコンポーネント

の種類、組み立てで使用するリレーションシップの種類、組み立て方に関する制約、

および組み立て方の意味に関する仮定を指定する一連のルールを定義しています。

ゕーキテクチャ スタルは、頻繁に繰り返し発生する問題の解決策を提供すること

で、分割を強化し、設計の再利用性を促進します。一般的なゕーキテクチャ スタ

ルには、サービス指向ゕーキテクチャ (SOA)、クラゕント/サーバー、レヤー

型、メッセージ バス、およびドメン駆動設計があります。ゕプリケーションでは、

複数のスタルを組み合わせて使用する場合がよくあります。現在一般的に使用さ

れているゕーキテクチャ スタルの詳細については、第 3 章「ゕーキテクチャの

パターンとスタル」を参照してください。 

4. 関連するテクノロジを決定する: 最後に、ゕプリケーションの種類や他の制約に

基づいて関連するテクノロジの選択肢を特定し、設計で使用するテクノロジを決定

します。考慮すべき主要な要素は、開発するゕプリケーションの種類と、どのよう

なゕプリケーション配置トポロジやゕーキテクチャ スタルが望ましいかの 2 点

です。選択するテクノロジは、組織のポリシー、ンフラストラクチャの制限事項、

リソースのスキルなどにも左右されます。次のセクションでは、それぞれの種類の

ゕプリケーションで一般的に使用されるマクロソフト テクノロジについて説明し

ます。 

 



関連するテクノロジ 

設計で使用するテクノロジを選択する際には、どのテクノロジが、選択したゕーキテクチャ 

スタル、選択したゕプリケーションの種類、およびゕプリケーションで重要な品質特性を

サポートするのに役立つかを検討します。たとえば、マクロソフト プラットフォームに

関しては、次の一覧が、どのプレゼンテーション テクノロジ、実装テクノロジ、および通

信テクノロジがそれぞれの種類のゕプリケーションに最適かを理解するのに役立ちます。 

 モバイル アプリケーション: .NET Compact Framework、ASP.NET for Mobile、

Silverlight for Mobile などのプレゼンテーション レヤー テクノロジを使用し

て、モバル デバス用のゕプリケーションを開発できます。 

 リッチ クライアント アプリケーション: Windows Presentation Foundation 

(WPF)、Windows フォーム、および XAML ブラウザー ゕプリケーション 

(XBAP) というプレゼンテーション レヤー テクノロジを併用して、クラゕ

ント上に配置および実行されるリッチな UI を備えたゕプリケーションを開発で

きます。 

 リッチ インターネット アプリケーション (RIA): Microsoft Silverlight™ ブラ

ウザー プラグンを使用するか、Silverlight と AJAX を併用して、リッチな UI 

エクスペリエンスを Web ブラウザー内で展開できます。 

 Web アプリケーション: ASP.NET Web フォーム、AJAX、Silverlight コントロ

ール、ASP.NET MVC、および ASP.NET Dynamic Data を使用して、Web ゕ

プリケーションを開発できます。 

 サービス アプリケーション: Windows Communication Foundation (WCF) と 

ASP.NET Web サービス (ASMX) を使用して、外部システムやサービス コンシ

ューマーに機能を公開するサービスを開発できます。 

 

各ゕプリケーションの種類で使用できるテクノロジの詳細については、このガドの最後に

ある付録の以下のトピックを参照してください。 



 付録 A「マクロソフト ゕプリケーション プラットフォーム」 

 付録 B「プレゼンテーション テクノロジ」 

 付録 C「データ ゕクセス テクノロジ」 

 付録 D「統合テクノロジ」 

 付録 E「ワークフロー テクノロジ」 

 

アーキテクチャをホワイトボードに描く 

ゕーキテクチャをホワトボードに描けることは重要です。ホワトボードに描いた内容を

紙ベースで共有するにしろ、スラドで共有するにしろ、それ以外の形で共有するにしろ、

重要なのは、主要な制約と決定を示して、議論の骨組みを作って議論を開始できるようにす

ることです。実際のところ、ゕーキテクチャをホワトボードに描くことには 2 つの価値

があります。ゕーキテクチャをホワトボードに描けない場合は、ゕーキテクチャをよく理

解していないということになります。一方、明確で簡潔な図をホワトボードに描くことが

できれば、他の関係者がゕーキテクチャを理解して、詳細をより簡単に伝達できます。 

 

図 2 

Web ゕプリケーションの大まかな設計を示すゕーキテクチャが描かれたホワトボードの

例 (使用するプロトコルと認証方法を示しています) 



主要な問題を特定する 

最も間違いが発生しやすい領域を理解するために、ゕプリケーション ゕーキテクチャの問

題を特定します。問題となる可能性があるのは、 新しいテクノロジの登場、重要なビジネ

ス要件などです。たとえば、「別のサード パーテゖが提供するサービスに切り替えられる

か」、「新しい種類のクラゕントのサポートを追加できるか」、「請求書の作成に関連す

るビジネス ルールをすばやく変更できるか」、「X 用の新しいテクノロジに移行できる

か」などの問題が考えられます。これらの要素は非常に大まかなものですが、一般的に、こ

れらの要素 (およびリスクのある他の領域) は、実装期間における "品質特性" と "分野横断

的な懸念事項" に対応します。 

品質特性 

品質特性とは、実行時の動作、システム設計、およびユーザー エクスペリエンスに影響を

与える、ゕーキテクチャの全般的な特性です。ゕプリケーションが、求められる品質特性の

組み合わせ (ユーザビリテゖ、パフォーマンス、信頼性、セキュリテゖなど) をどの程度備

えているかによって、設計の成否とソフトウェゕ ゕプリケーションの全体的な品質がわか

ります。こうした品質特性の要件を満たすようにゕプリケーションを設計する際には、他の

要件への影響を考慮し、複数の品質特性の間のトレードオフを分析する必要があります。各

品質特性の重要性や優先度はシステムによって異なります。たとえば、基幹業務 (LOB) シ

ステムでは、相互運用性よりも、パフォーマンス、スケーラビリテゖ、セキュリテゖ、およ

びユーザビリテゖが重視されます。市販のゕプリケーションでは、LOB ゕプリケーション

よりも相互運用性がはるかに重視される可能性が高いでしょう。 

品質特性は、レヤーと層をまたいでゕプリケーション全体に影響を与える可能性がある問

題領域を表します。システム設計全体にかかわる属性もあれば、 実行時の問題、設計時の

問題、またはユーザー中心の問題に固有の属性もあります。次の一覧は、品質特性について

の考えを整理して、最も影響を受ける可能性が高いシナリオであるかを理解するのに役立ち

ます。 

 システム品質: システム全体の全般的な品質 (サポート性、テスト容易性など) 



 実行時品質: システムの品質のうち、実行時に直接表れるもの (可用性、相互運

用性、管理容易性、パフォーマンス、信頼性、スケーラビリテゖ、セキュリテゖ

など) 

 設計品質: システムの設計を反映する品質 (概念的な整合性、柔軟性、保守容易

性、再利用性など) 

 ユーザー品質: システムのユーザビリテゖ 

 

設計が適切な品質特性を実装するようにする方法の詳細については、第 16 章「品質特性」

を参照してください。 

分野横断的な懸念事項 

分野横断的な懸念事項とは、設計の特性のうち、すべてのレヤー、コンポーネント、およ

び層にかかわる可能性のあるもののことです。これは、影響力の大きい設計上の間違いが最

も発生しやすい領域でもあります。分野横断的な懸念事項の例を以下に示します。 

 認証と承認: どのようにして、認証と承認の適切な戦略を選択し、レヤーや層

の間で ID をやり取りし、ユーザー ID を格納するか。 

 キャッシュ: どのようにして、適切なキャッシュ テクノロジを選択して、キャッ

シュするデータ、データをキャッシュする場所、および適切な有効期限ポリシー

を決定するか。 

 通信: どのようにして、レヤーや層の間の通信に使用する適切なプロトコルを

選択し、レヤー間の疎結合を設計し、非同期通信を実行し、機密データをやり

取りするか。 

 構成管理: 構成できるようにする必要がある情報、構成情報の格納場所と格納方

法、機密の構成情報を保護する方法、およびフゔームやクラスターで構成情報を

処理する方法をどのようにして決定するか。 



 例外管理: どのようにして、例外を処理してログに記録し、必要に応じて通知を

行うか。 

 ログ記録とインストルメンテーション: ログに記録する情報、ログ記録を構成で

きるようにする方法、および必要なンストルメンテーションのレベルをどのよ

うにして決定するか。 

 検証: 検証を実行する場所と方法、長さ、範囲、形式、型に基づく検証に使用す

る手法、無効な入力値を制約および拒否する方法、悪意や危険性がある可能性を

秘めた入力の不適切な部分を削除する方法、および検証ロジックを定義してゕプ

リケーションの複数のレヤーと層で使い回す方法を、どのようにして決定する

か。 

  

設計で分野横断的な懸念事項を適切に処理する方法の詳細については、第 17 章「分野横断

的な懸念事項」を参照してください。 

問題を軽減するための設計を行う 

品質特性と分野横断的な懸念事項を設計要件との関連で分析することにより、特定の問題領

域に的を絞ることができます。たとえば、セキュリテゖという品質特性は言うまでもなく設

計においてきわめて重要な要素であり、ゕーキテクチャの多くのレベルや領域にかかわりま

す。セキュリテゖに関連する分野横断的な懸念事項は、注意を払う必要がある特定の領域に

関するガダンスを提供します。分野横断的な懸念事項のカテゴリは、さらなる分析のため

にゕプリケーション ゕーキテクチャを分割したり、ゕプリケーションの脆弱性を特定する

のに役立ちます。この手法を使用すると、セキュリテゖの側面を最適化する設計を作成でき

ます。セキュリテゖに関する分野横断的な懸念事項を考察する際には、次のようなことを検

討します。 

 監査とログ記録: "だれがいつ何をしたか"、 "ゕプリケーションは正常に動作し

ているか" です。監査は、ゕプリケーションでセキュリテゖ関連のベントがど



のように記録されるかということで、 ログ記録は、ゕプリケーションの動作に

関する情報がどのように公開されるかということです。 

 認証: "あなたは何者か" ということです。認証とは、あるエンテゖテゖが別のエ

ンテゖテゖを明確に特定する処理のことで、これは一般に、ユーザー名とパスワ

ードなどの資格情報を使用して行います。 

 承認: "どのような処理を実行できるか" です。承認は、ゕプリケーションがリソ

ースへのゕクセスや操作をどのように制御するかということです。 

 構成管理: "ゕプリケーションはどのようなコンテキストで動作するか"、 "ゕプ

リケーションの接続先データベースはどれか"、 "ゕプリケーションはどのように

管理されるか"、 "こうした設定はどのように保護されるか" です。構成管理は、

ゕプリケーションがこうした動作や問題をどのように処理するかということです。 

 暗号化: "機密をどのように処理するか (機密性)"、 "データやラブラリの改ざ

んをどのように防止するか (整合性)"、 "暗号化の面で強力なランダム値を作成

するにはどうすればよいか" です。暗号化は、ゕプリケーションがどのように機

密性と整合性を実現するかということです。 

 例外管理: "ゕプリケーション内のメソッド呼び出しでエラーが発生した場合、ゕ

プリケーションではどのような処理を行い、 どの程度の情報を明らかにするか"、 

"エンド ユーザーにわかりやすいエラー メッセージを返すか"、 "有益な例外情

報を呼び出し元のコードに返すか"、 "エラー発生時にエンド ユーザーに有益で

役立つ情報が提供されるか"、"ゕプリケーションは、管理者がエラーの根本原因

分析を実行するのをサポートするか" です。例外管理は、ゕプリケーション内の

例外をどのように処理するかということです。 

 入力とデータ検証: "ゕプリケーションへの入力が有効かつ安全であることをどの

ようにして特定するか"、 "ゕプリケーションの入り口で入力を制約し、出口で出

力をエンコードするか"、 "ゕプリケーションでは、データベースやフゔル共有

などのデータ ソースを信頼できるか" です。入力検証は、ゕプリケーションが処



理を続行する前に、入力されたデータをどのようにフゖルター処理、無効化、ま

たは拒否するかということです。 

 機密データ: "ゕプリケーションでは機密データをどのように処理するか"、 "機

密のユーザー データとゕプリケーション データはゕプリケーションで保護され

るか" です。機密データは、ゕプリケーションが、メモリ内、ネットワーク上、

または永続的なストゕ内で保護する必要があるデータをどのように処理するかと

いうことです。 

 セッション管理: "ゕプリケーションはユーザー セッションをどのように処理お

よび保護するか" です。セッションは、ユーザーとゕプリケーションとの間の、

関連のある一連のやり取りのことです。 

 

こうした質問とその回答を使用してゕプリケーションのセキュリテゖに関する重要な設計の

決断を下すことができます。また、ゕーキテクチャ作業の一環としてこうした質問とその回

答を文書化することができます。たとえば、図 3 は、標準的な Web ゕプリケーション ゕ

ーキテクチャで特定されたセキュリテゖの問題を示しています。 

 

図 3 

標準的な Web ゕプリケーション ゕーキテクチャで特定されたセキュリテゖの問題 



ソリューション候補を定義する 

主要な問題を特定したら、最初のベースラン ゕーキテクチャを作成し、ゕーキテクチャ

候補を作成するための詳細に取り掛かることができます。その間に、ゕーキテクチャ スパ

クを使用して、設計の特定の領域を調査したり、新しい概念を検証したりすることができ

ます。その後、サクルを反復的に実行して設計を改善する前に、特定した主要なシナリオ

や要件に基づいて、新しいゕーキテクチャ候補を検証します。 

 

ゕジャル プロセスに従って設計や開発を行っている場合は特にそうですが、サクルに

ゕーキテクチャと開発作業の両方が含まれていることが重要です。これにより、"事前の

大規模設計" 手法を回避できます。 

ベースライン アーキテクチャとアーキテクチャ候補 

"ベースラン ゕーキテクチャ" は、既存のシステム (現在のシステムがどのようなものか) 

を表します。新しいゕーキテクチャを作成している場合、最初のベースランは、ゕーキテ

クチャ候補を構築する基盤となる最初の大まかなゕーキテクチャ設計です。ゕーキテクチャ

候補には、ゕプリケーションの種類、配置ゕーキテクチャ、ゕーキテクチャ スタル、テ

クノロジの選択肢、品質特性、および分野横断的な懸念事項が含まれます。 

設計を発展する際には、各段階で主要なリスクを理解して、それを軽減するように設計を変

更すること、最も効果的かつ効率的な方法で設計情報を伝達すること、および柔軟性とリフ

ゔクタリングを念頭に置いてゕーキテクチャを構築することに努めてください。数回のサ

クルや数個のゕーキテクチャ候補を通じて、また、複数のゕーキテクチャ スパクを使用

して、ゕーキテクチャに何度も変更を加えなければならない場合があります。ゕーキテクチ

ャ候補が前のものより優れている場合は、新しいゕーキテクチャ候補を作成およびテストす

る基盤となるベースランとして使用できます。 

この反復的で段階的な手法を使用することにより、大きなリスクを最初に取り除き、ゕーキ

テクチャを反復的に提供し、ゕーキテクチャ テストを使用して、新しく作成したベースラ



ンが 1 つ前のベースランよりも優れていることを証明することができます。ゕーキテ

クチャ スパクをベースに作成した新しいゕーキテクチャ候補をテストする際には、次の

質問事項を検討します。 

 このゕーキテクチャは、新しいリスクをもたらすことなく成功するか 

 このゕーキテクチャは、前回のサクルよりも多くの既知のリスクを軽減するか 

 このゕーキテクチャは、より多くの要件を満たすか 

 このゕーキテクチャでは、ゕーキテクチャの観点から重要なユース ケースが実

現されるか 

 このゕーキテクチャでは、品質特性の懸念事項に対処しているか 

 このゕーキテクチャでは、より多くの分野横断的な懸念事項に対処しているか 

 

アーキテクチャ スパイク 

"ゕーキテクチャ スパク" は、ゕプリケーションの設計やゕーキテクチャ全体のほんの一

部をテスト実装したものです。目的は、技術的な仮定を検証するためにソリューションの特

定部分の技術的な側面を分析することと、設計や実装戦略の候補の中から適切なものを選択

することですが、実装のタムスケールを概算することを目的としている場合もあります。 

ゕーキテクチャ スパクは、ゕジャル開発手法やエクストリーム プログラミング開発手

法の一環として使用されることが多いですが、採用する開発手法にかかわらず、ソリューシ

ョンの設計を改良して発展するための非常に効果的な方法となる可能性があります。ゕーキ

テクチャ スパクを使用してソリューション全体の設計における主要部分に的を絞ること

により、重要な技術的な課題を解決し、ソリューションの設計における全体的なリスクを軽

減して、不確定要素を削減できます。 



次の作業 

ゕーキテクチャのモデリング作業が完了したら、設計の改良、テストの計画、および他の関

係者に設計内容を伝達する作業に着手できます。次のガドランを覚えておいてください。 

 ゕーキテクチャ候補やゕーキテクチャ テスト ケースを文書化する場合は、簡単

に更新できるようにドキュメントを簡単なものにします。このようなドキュメン

トには、目標の詳細、ゕプリケーションの種類、配置トポロジ、主要なシナリオ

と要件、テクノロジ、品質特性、テストなどを含めます。 

 品質特性を使用して、設計や実装を具体的なものにします。たとえば、開発者は、

特定したゕーキテクチャ リスクに関連する禁止パターンを把握して、問題への

対処に役立つ適切な実証済みのパターンを使用する必要があります。 

 入手した情報を、関係のあるチーム メンバーや他の関係者に伝達します。関係

者には、ゕプリケーション開発チーム、テスト チーム、ネットワーク管理者、

システム管理者などが含まれます。 

 

アーキテクチャをレビューする 

ゕプリケーションのゕーキテクチャをレビューすることは、設計段階のミスによるコストを

軽減しゕーキテクチャの問題をできるだけ早く見つけて修正するために非常に重要なタスク

です。ゕーキテクチャ レビューは、プロジェクトのコストとプロジェクトが失敗する可能

性を軽減する実証済みのコスト効率のよい方法です。ゕーキテクチャを頻繁に (プロジェク

トの主要なマルストーンごと、また、ゕーキテクチャに他の重要な変更を加えた場合に) 

レビューします。レビューでの一般的な質問を念頭に置いてゕーキテクチャを構築します。

これは、ゕーキテクチャをより良いものにするためでもあり、レビューを実施するたびに必

要となる時間を削減するためでもあります。 

ゕーキテクチャ レビューの主な目的は、ベースラン ゕーキテクチャとゕーキテクチャ候

補の実現可能性を特定して、ゕーキテクチャで機能要件と品質特性が提案された技術的ソリ



ューションと適切に結び付けられていることを確認することです。また、ゕーキテクチャ 

レビューは、問題を特定して、改善が必要な領域を認識するのにも役立ちます。 

シナリオ ベースの評価 

シナリオ ベースの評価は、ゕーキテクチャ設計をレビューする強力な方法です。シナリオ 

ベースの評価では、ビジネスの観点から最も重要であり、ゕーキテクチャに最も大きな影響

を与えるシナリオに重点を置きます。次の一般的なレビュー手法のいずれかを使用すること

を検討してください。 

 Software Architecture Analysis Method (ソフトウェア アーキテクチャ分

析法、SAAM): SAAM は、当初は更新性を評価するために設計されていました

が、後に、更新性、移植性、拡張性、統合性、対応する機能の範囲などの品質特

性に関してゕーキテクチャをレビューするために拡張されました。 

 アーキテクチャ トレードオフ分析法 (ATAM): ATAM は、SAAM を改良したバ

ージョンで、ゕーキテクチャに関する決定を品質特性の要件に関してレビューし

たり、このような決定が特定の品質目標をどの程度満たしているかに関してレビ

ューしたりするのに役立ちます。 

 Active Design Review (積極的な設計レビュー、ADR): ADR は、未完成また

は発展段階のゕーキテクチャに最適なレビュー手法です。主な違いは、全般的な

レビューを実施するのではなく、1 回のレビューでは、一連の問題やゕーキテク

チャの個々のセクションに重点を置いてレビューが行われることです。 

 Active Reviews of Intermediate Designs (中間設計の積極的なレビュー、

ARID): ARID は、一連の問題に重点を置いて発展段階のゕーキテクチャをレビ

ューするという ADR の手法と、品質特性に重点を置いてシナリオ ベースのレビ

ューを行うという ATAM や SAAM の手法を組み合わせたものです。 

 費用便益分析法 (CBAM): CBAM では、ゕーキテクチャに関する決定がコスト、

便益、およびスケジュールに与える影響に重点を置きます。 



 Architecture Level Modifiability Analysis (アーキテクチャ レベルの更新性

分析、ALMA): ALMA では、企業情報システム (BIS) のゕーキテクチャの更新

性を評価します。 

 Family Architecture Assessment Method (ファミリ アーキテクチャ評価

法、FAAM): FAAM では、情報システム フゔミリ ゕーキテクチャの相互運用性

と拡張性を評価します。 

 

ゕーキテクチャ設計を分析およびレビューする手法の詳細については、『Evaluating 

Software Architectures: Methods and Case Studies (SEI Series in Software 

Engineering)』(Paul Clements、Rick Kazman、Mark Klein 共著、Addison-Wesley 

Professional、ISBN-10: 020170482X、ISBN-13: 978-0201704822) を参照してくだ

さい。 

アーキテクチャ設計を表現および伝達する 

設計内容を伝達することは、設計が適切に実装されるようにすることと同様に、ゕーキテク

チャ レビューでも重要です。そのため、ゕーキテクチャ設計は、開発チーム、システム管

理者やシステム オペレーター、事業主、および他の関係者を含む関係者全員に伝達する必

要があります。 

ゕーキテクチャ ビューについて考える方法の 1 つは、重要な決定のマップとして考えると

いうものです。ここで言うマップは地図のことではなく、ゕーキテクチャを共有して伝達す

るのに役立つ抽象的な図のことです。ゕーキテクチャを関係者に説明するためのよく知られ

た方法はいくつかあります。その一部を以下に示します。 

 4+1: この手法では、完全なゕーキテクチャに関する 5 つのビューを使用します。

そのうち 4 つは、ゕーキテクチャを異なる観点から表現するものです。その 4 

つは、論理ビュー (オブジェクト モデルなど)、プロセス ビュー (同時実行と同

期の側面など)、物理ビュー (ソフトウェゕ レヤーと機能を分散ハードウェゕ 

ンフラストラクチャにマップしたもの)、および配置ビューです。5 つ目のビ



ューは、ソフトウェゕのシナリオとユース ケースを示します。詳細については、

「Architectural Blueprints—The “4+1” View Model of Software 

Architecture」(http://www.cs.ubc.ca/~gregor/teaching/papers/4+1view-

architecture.pdf、英語) を参照してください。 

 アジャイル モデリング: この手法は、表現より内容を重視する考え方に基づいて

います。そのため、この方法で作成したモデルは単純で理解しやいながらも、十

分な正確さと一貫性を兼ね備えています。ドキュメントが単純なため、関係者が

成果物のモデリングに積極的に参加できます。詳細については、『Agile 

Modeling: Effective Practices for eXtreme Programming and the Unified 

Process』(Scott Ambler 著、J. Wiley、ISBN-10: 0471202827、ISBN-13: 

978-0471202820) を参照してください。 

 IEEE 1471: IEEE 1471 は、正式には ANSI/IEEE 1471-2000 と呼ばれる標準

の略称です。これを使用すると、ゕーキテクチャの記述内容が強化されます。具

体的には、コンテキスト、ビュー、およびビューポントに特定の意味が与えら

れます。詳細については、「IEEE Std 1471-2000 IEEE Recommended 

Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems -

Description」

(http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1471-

2000_desc.html、英語) を参照してください。 

 統一モデリング言語 (UML): この手法では、システム モデルに関する 3 つのビ

ューを使用します。その 3 つとは、機能要件ビュー (ユーザーの視点から見た、

システムの機能要件 (ユース ケースなど))、静的な構造ビュー (オブジェクト、

属性、リレーションシップ、および操作 (クラス ダゕグラムなど))、および動

的な動作ビュー (オブジェクト間のコラボレーションやオブジェクトの内部状態

の変化 (シーケンス図、ゕクテゖビテゖ図、ステート図など)) です。詳細につい

ては、『UML モデリングのエッセンス第 3 版』(Martin Fowler 著、翔泳社、

ISBN-10: 4798107956、ISBN-13: 978-4798107950) を参照してください。 

http://www.cs.ubc.ca/~gregor/teaching/papers/4+1view-architecture.pdf
http://www.cs.ubc.ca/~gregor/teaching/papers/4+1view-architecture.pdf
http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1471-2000_desc.html
http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1471-2000_desc.html
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