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プレゼンテーション レヤーの 

ガドラン 

概要 

この章では、ゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーの設計に関する主要なガドランを示します。

このガドランは、一般的なレヤー型ゕプリケーション ゕーキテクチャにプレゼンテーション レヤーに

おける位置付け、プレゼンテーション レヤーに通常含まれるコンポーネント、およびプレゼンテーション レ

ヤーの設計時に直面する主な問題について理解するのに役立ちます。また、設計、推奨される設計手順、関連

する設計パターン、およびテクノロジの選択肢に関するガドランも紹介します。 

プレゼンテーション レヤーには、ユーザー ンターフェスを実装および表示して、ユーザーの操作を管理

するコンポーネントが含まれています。また、ユーザーが入力および表示するためのコントロールやユーザーの

操作を構成するコンポーネントも含まれています。図 1 は、一般的なゕプリケーション ゕーキテクチャにおけ

るプレゼンテーション レヤーの位置付けを示しています。 



 

図 1 

一般的なゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーとそこに含まれる場合があるコンポーネン

ト 

通常、プレゼンテーション レヤーには、次のコンポーネントが含まれています。 

 ユーザー インターフェイス コンポーネント: ユーザーに情報を表示したり、ユーザーからの入力

を受け付けたりするのに使用するゕプリケーションの視覚的要素です。 

 プレゼンテーション ロジック コンポーネント: プレゼンテーション ロジックとは、特定のユーザ

ー ンターフェスの実装に依存しない形で、ゕプリケーションの論理的な動作と構造を定義する

ゕプリケーション コードのことです。Separated Presentation パターンを実装すると、プレゼン

テーション ロジック コンポーネントには Presenter、Presentation Model、および ViewModel 

コンポーネントが含まれる場合があります。また、プレゼンテーション レヤーには、ビジネス 

レヤーのデータをカプセル化する Presentation Layer Model コンポーネントや、ビジネス ロジ

ックとビジネス データをプレゼンテーション レヤーで簡単に使用できる形式でカプセル化した 

Presentation Entity コンポーネントも含まれる場合があります。 

 

プレゼンテーション レヤーで一般的に使用されるコンポーネントの詳細については、第 10 章「コンポーネ

ントのガドラン」を参照してください。プレゼンテーション レヤーのコンポーネントの設計に関する詳

細については、第 11 章「プレゼンテーション レヤーのコンポーネントの設計」を参照してください。 



設計に関する一般的な考慮事項 

プレゼンテーション レヤーを設計する際に考慮する必要がある主要な要素はいくつかあります。設計がゕプ

リケーションの要件を満たして、ベスト プラクテゖスに従うようにするには、次の原理を使用します。 

 適切なアプリケーションの種類を選択する: 選択するゕプリケーションの種類は、プレゼンテーシ

ョン レヤーの選択肢に多大な影響を及ぼします。リッチ (スマート) クラゕント、Web クラ

ゕント、またはリッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA) を実装するかどうかを決定しま

す。これは、ゕプリケーションの要件と、組織やンフラストラクチャの制約に基づいて決定しま

す。主要なゕプリケーションの規範と、そのメリットおよびデメリットの詳細については、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。 

 適切な UI テクノロジを選択する: ゕプリケーションの種類によって、プレゼンテーション レヤ

ーの開発に使用できるテクノロジは異なります。それぞれのテクノロジには、適切なプレゼンテー

ション レヤーの設計の成否に影響する可能性がある明確なメリットがあります。それぞれのゕプ

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、付録 B 「プレゼンテーション テ

クノロジ」を参照してください。 

 関連するパターンを使用する: この章の最後で紹介するプレゼンテーション レヤーのパターンで、

一般的なプレゼンテーションの問題に対する実証済みの解決策を確認します。すべてのパターンが

すべてのゕプリケーションの規範に同じように適用されるわけではないことに注意してください。

ただし、基になるゕプリケーション ロジックからプレゼンテーション固有の懸念事項を分離する汎

用的な Separated Presentation パターンは、すべてのゕプリケーションの種類に適用されます。

MVC、MVP、Supervising Presenter などのパターンは、リッチ クラゕント ゕプリケーション

と RIA のプレゼンテーション レヤーの設計でよく使用されます。Web ゕプリケーションでは、

Model-View-Controller (MVC) パターンと Model-View-Presenter (MVP) パターンの変化形を使

用できます。 

 懸念事項の分離を設計する: レンダリング、表示、およびユーザーの操作に重点を置く、専用の UI 

コンポーネントを使用します。ユーザー操作が複雑な場合や単体テストを行う必要がある場合は、

ユーザー操作の処理の管理に専用のプレゼンテーション ロジック コンポーネントを使用すること

を検討します。また、UI とプレゼンテーション ロジック コンポーネントで簡単に使用できる形式

でビジネス ロジックとデータを表す、専用のプレゼンテーション エンテゖテゖを使用することも

検討します。プレゼンテーション エンテゖテゖは、ビジネス レヤーでビジネス エンテゖテゖが

使用されるのとほぼ同じ方法で使用できるので、ビジネス レヤーのビジネス ロジックとビジネ

ス データがプレゼンテーション レヤー内にカプセル化されます。使用できるプレゼンテーショ

ン レヤーのコンポーネントの種類に関する詳細については、第 11 章「プレゼンテーション レ

ヤーのコンポーネントの設計」を参照してください。 



 ヒューマン インターフェイスのガイドラインを考慮する: プレゼンテーション レヤーの設計時

に、ゕクセシビリテゖ、ローカリゼーション、ユーザビリテゖなどの要素を含む、組織の UI 設計

のガドランを実装します。 

  既定の UI のガドランで、選択するクラゕントの種類とテクノロジに基づいて対話性、ユー

ザビリテゖ、システムの互換性、準拠、および関連する UI の設計パターンを確認し、適用可能な

ガドランをゕプリケーションの設計と要件に適用します。 

 ユーザー主導の設計原理を遵守する: プレゼンテーション レヤーを設計する前に、ユーザーにつ

いて理解します。ゕンケート、ユーザビリテゖに関する調査、およびンタビューを実施して、ユ

ーザーの要件に合う最適なプレゼンテーションの設計を決定します。 



設計に関する具体的な問題 

設計を策定する際に考慮する必要がある一般的な問題がいくつかあります。これらの問題は、設計の特定の領域

に分類できます。次のセクションでは、最も頻繁にミスが発生する一般的な領域に関するガドランを示しま

す。 

 キャッシュ 

 通信 

 構成 

 例外管理 

 ナビゲーション 

 ユーザー エクスペリエンス 

 ユーザー ンターフェス 

 検証 

 

キャッシュ 

キャッシュは、ゕプリケーションのパフォーマンスと UI の応答性を向上するのに使用できる最適なメカニズム

の 1 つです。プレゼンテーション レヤーでデータ キャッシュを使用すると、データの検索処理を最適化して、

ネットワークのラウンド トリップを回避し、負荷の高い処理や繰り返し行われる処理の結果を格納して、同じ

処理が不要に繰り返されないようにすることができます。キャッシュの方針を設計する際には、次のガドラ

ンを考慮します。 

 キャッシュに適した場所 (メモリ内やデゖスク上など) を選択します。ゕプリケーションを Web 

フゔームに展開する場合は、同期する必要があるローカル キャッシュは使用しないようにします。

一般的に、Web フゔームやゕプリケーション フゔームに展開する場合は、トランザクション リソ

ース マネージャー (Microsoft SQL Server® など) や、分散キャッシュがサポートされる製品 

(Danga Interactive の Memcached テクノロジやマクロソフトの Velocity のキャッシュ メカ

ニズムなど) の使用を検討します。ただし、サーバー間の差異が重大ではない場合やデータの変化

が緩やかな場合は、メモリ内のキャッシュの使用が適しています。 

 メモリ内のキャッシュを使用する場合は、すぐに使用できる形式でデータをキャッシュすることを

検討します。たとえば、データベースのデータをそのままキャッシュするのではなく、具体的なオ

ブジェクトを使用します。ただし、データが頻繁に変更される場合は、キャッシュのコストが、デ

ータを再作成または取得するコストより高くなることがあるので、揮発性データはキャッシュしな

いようにします。 



 機密データをキャッシュする場合は、必ず暗号化します。 

 キャッシュ内のデータは削除されている可能性があるので、キャッシュ内にデータが存在している

ことを当てにしないようにします。また、キャッシュ データは、古いデータになっている可能性が

あることについても考慮します。たとえば、ビジネス トランザクションを実行する場合は、キャッ

シュ データを使用するのではなく、最新のデータを取得してトランザクションに適用することをお

勧めします。 

 キャッシュ データに対する承認の権限を考慮します。さまざまな役割を持ったユーザーがデータに

ゕクセスする可能性がある場合は、適切な承認を適用できるデータのみをキャッシュします。 

 複数のスレッドを使用している場合は、キャッシュへのすべてのゕクセスがスレッド セーフになる

ようにします。 

 

キャッシュの技法に関する詳細については、第 17 章「分野横断的な懸念事項」を参照してください。 

 

通信 

実行時間の長い要求では、ユーザーの応答性だけでなく、コードの保守容易性とテスト容易性を考慮に入れて対

処します。要求処理を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 非同期操作やワーカー スレッドを使用して、Windows フォームと WPF ゕプリケーションで実行

時間が長い操作の UI がブロックされないように考慮します。ASP.NET では、AJAX を使用して非

同期要求を実行することを考慮します。実行時間の長い操作の進行状況をユーザーに通知します。

また、ユーザーが実行時間の長い操作をキャンセルできるようにすることについても考慮します。 

 UI の処理ロジックとレンダリング ロジックが混在しないようにします。 

 Web サービスの呼び出しやデータベースのクエリなど、リモートのソースやレヤーに対して負

荷の高い呼び出しを行う場合は、これらの呼び出しを chatty (小さな多数の要求) か chunky (大

きな 1 つの要求) のどちらにするのが適切かを検討します。ユーザーがタスクを完了するために大

量のデータを必要とする場合は、データを表示して、処理を開始するのに必要なデータだけを取得

し、その後、バックグラウンド スレッドで残りのデータを徐々に取得するか、ユーザーが要求する

たびに追加のデータを取得するかを検討します (この手法は、データのページング、UI の仮想化な

どで使用されます)。ユーザーがタスクを完了するために呼び出しが完了するのを待機する必要が

ない場合は、より大きい chunky な呼び出しの使用を検討します。 

 



構成 

プレゼンテーション レヤーで、独立したモジュールと実行時に構成されるビューを使用した場合に、ゕプリ

ケーションの開発と管理が容易になるかどうかを検討します。UI の構成パターンでは、実行時にビューとプレ

ゼンテーションのレゕウトを作成することがサポートされています。また、このようなパターンは、コードと

ラブラリの依存関係を最小限に抑えるのにも役立ちます。このパターンを使用しない場合、依存関係が変化す

ると、モジュールの再コンパルと再展開が強制的に実行されます。構成パターンは、プレゼンテーション ロ

ジックとビューの共有、再利用、および置換を実装するのに役立ちます。UI の構成の方針を設計する際には、

次のガドランを考慮します。 

 コンポーネント間の依存関係を回避します。たとえば、可能であれば抽象パターンを使用して、保

守容易性に関する問題を回避します。実行時の依存関係の挿入をサポートするパターンの使用も検

討します。 

 プレースホルダーを伴うテンプレートの作成を検討します。たとえば、Template View パターン

を使用して動的な Web ページを構成し、再利用性と一貫性を確保します。 

 再利用可能なモジュールからビューを構成することを検討します。たとえば、Composite View パ

ターンを使用して、モジュール形式のゕトミックなコンポーネントからビューを構築します。簡単

に追加できる別個のモジュールを使用して、ゕプリケーションを分離することを検討します。 

 実行時に動的に生成されたレゕウトは、読み込みと管理が難しいことがあるので、使用する場合

は注意が必要です。実行時にビューとプレゼンテーションの動的なレゕウトおよび挿入をサポー

トする、パターンとサード パーテゖ製のラブラリを確認します。 

 プレゼンテーション レヤーのコンポーネント間で通信する場合は、Publish/Subscribe などの疎

結合された通信パターンの使用を検討します。このパターンを使用すると、コンポーネント間の結

合が緩やかになり、テスト容易性と柔軟性が向上します。 

 

 

例外管理 

ゕプリケーションに実装する一元化された例外管理のメカニズムを設計して、予期しない例外 (ローカルで回復

できない例外) を一貫した方法でキャッチして管理します。レヤーや層の境界を越えて伝達される例外と信頼

境界を越える例外には特に注意する必要があります。例外管理の方針を設計する際には、次のガドランを考

慮します。 

 ユーザーには、わかりやすいエラー メッセージを提供して、ゕプリケーションで発生したエラーを

通知します。ただし、エラー ページ、エラー メッセージ、ログ フゔル、および監査フゔルで



は機密データを公開しないようにします。可能な場合は、ゕプリケーションで一貫性のある状態を

維持します。それができない場合は、ゕプリケーションを終了することを検討します。 

 他の場所 (グローバル エラー ハンドラー内など) でキャッチされない例外をキャッチして、例外発

生後にリソースと状態がクリーンゕップされるようにします。グローバルなエラー ページやエラー 

メッセージを表示するグローバル例外ハンドラーは、ハンドルされない例外に対処するのに役立ち

ます。通常、ハンドルされない例外は、システムが一貫性のない状態であることを示すため、シス

テムをシャットダウンしなければならない場合があります。 

 システム例外とビジネス エラーを区別します。ビジネス エラーの場合は、わかりやすいエラー メ

ッセージを表示して、ユーザーが操作を再試行できるようにします。システム例外の場合は、サー

ビスやデータベースの障害などの問題によって例外が発生しているのかを確認して、わかりやすい

エラー メッセージを表示し、トラブルシューテゖングで使用できるようにエラー メッセージをロ

グに記録します。 

 ハンドルできる例外のみをキャッチして、必要でない場合はカスタムの例外を使用しないようにし

ます。ゕプリケーション ロジックのフローを制御するために、例外を使用しないでください。 

 

例外管理の技法に関する詳細については、第 17 章「分野横断的な懸念事項」を参照してください。 

 

ナビゲーション 

ナビゲーションの方針を設計する際には、ユーザーが画面やページ間を簡単に移動できるようにして、ナビゲー

ションをプレゼンテーションと UI 処理から分離します。ゕプリケーション全体でナビゲーションのリンクとコ

ントロールを同じように表示すると、ユーザーが混乱したり、複雑だと感じることが少なくなります。ナビゲー

ションの方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ツール バーとメニューをデザンする際には、UI で提供される機能をユーザーが見つけやすくな

るように考慮します。 

 ウゖザードを使用して、フォーム間のナビゲーションを予測可能な方法で実装し、必要に応じて、

セッション間のナビゲーションの状態を保存する方法を決定することを検討します。 

 ナビゲーションのベント ハンドラーのロジックが重複しないようにして、ハードコーデゖングさ

れたナビゲーション パスの使用をできる限り回避します。Command パターンを使用して、複数

のソースからの一般的な操作を処理することを検討します。 

 



ユーザー エクスペリエンス 

ゕプリケーションの優劣は、ユーザー エクスペリエンスの良し悪しで決まります。実際のパフォーマンスより

も、ユーザーが感じるパフォーマンスの方が重要です。そのため、ユーザー操作のパターンに関するユーザーの

期待値を管理して知ることが重要です。たとえば、ページの読み込みが完了するのにかかる時間を提示すれば、

ユーザーはページが読み込まれるまで長い間待機してもかまわないかもしれません。この場合は、この待機時間

がユーザー操作の妨げになることはありません。その他の状況では、(一部の UI 操作では 1 秒に満たない短時

間であっても) 短時間の遅延により、ゕプリケーションが応答しないように感じる場合もあります。ユーザビリ

テゖに関する調査、ゕンケート、およびンタビューを実施して、ユーザーがゕプリケーションに要求および期

待するものを理解し、この結果を念頭に置いて効果的な UI を実現する設計を検討します。ユーザー エクスペ

リエンスを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 過剰な機能を備えたンターフェスや複雑なンターフェスを設計しないようにします。主要

なユーザー シナリオにおけるゕプリケーションの操作をわかりやすくしたり、UI の重要な変更 

(状態の変化など) にユーザーの注意を引き付けるために色やちょっとしたゕニメーションを使用す

ることを検討します。 

 機密データを公開することなく、役に立つ有益なエラー メッセージを提供します。 

 完了するまでに長時間かかる可能性のある処理が、ユーザーの操作をブロックしないようにします。

少なくとも、処理の進捗状況を提示して、ユーザーが処理をキャンセルできるようにするかどうか

を検討します。 

 構成 (必要に応じてパーソナル化) を通じて、UI に柔軟性を持たせて、カスタマズできるように

することで、ユーザーに権限を与えることを検討します。 

 初期設計の主要な要件ではありませんが、ローカリゼーションとグローバリゼーションのサポート

方法を検討します。設計が完了してからローカリゼーションとグローバリゼーションのサポートを

追加すると、大量の手直しとリフゔクタリングが必要になる可能性があります。 

 

 

ユーザー インターフェイス 

データ入力とデータ検証の要件をサポートする、適切なユーザー ンターフェスを設計します。ユーザビリ

テゖを最大限に高めるには、組織で定義された既定のガドランと、業界の既定のユーザビリテゖに関するガ

ドランに従います。業界のガドランは、入力の設計とメカニズムに関する、ユーザーを対象とした長年

にわたる研究に基づいて策定されています。ユーザー ンターフェスのレゕウトの方針を選択する場合は、

レゕウトを構築するデザナー チームが存在するのか、開発チームが UI を作成するのかを検討します。デ



ザナーが UI を作成する場合は、コードや開発に特化したツールを使用する必要がないレゕウトの手法を選

択します。ユーザー ンターフェスを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 MVP などの Separated Presentation パターンを使用して、レゕウトの設計をンターフェ

スの処理から分離することを検討します。テンプレートを使用すると、すべての UI 画面で共通の

外観と動作が提供され、UI のすべての要素で共通の外観と動作が保持されるので、ゕクセシビリ

テゖや使いやすさを最大限に高めることができます。複雑なレゕウトは使用しないようにします。 

 データ収集タスクではフォーム ベースの入力コントロールの使用を、テキストや描画ドキュメント

など、より自由な形式の入力の収集ではドキュメント ベースの入力メカニズムの使用を、順序立て

られているデータ収集タスクやワークフロー ベースのデータ収集タスクではウゖザード ベースの

手法の使用を検討します。 

 ゕプリケーションをローカラズする場合は、ハードコーデゖングされた文字列の使用と、テキス

トとレゕウトの情報 (右から左に読む言語をサポートするなど) を入手するために外部リソース

を使用することは避けます。 

 設計のゕクセシビリテゖを考慮します。入力の方針を設計する際には、障害のあるユーザーについ

て考慮する必要があります。たとえば、目が不自由なユーザーのために読み上げソフトウェゕを実

装したり、視力が弱いユーザーのためにテキストや画像を拡大したりします。また、ポンテゖン

グ デバスを操作できないユーザーのために、(可能であれば) キーボードのみのシナリオをサポ

ートします。 

 さまざまな画面サズと画面解像度を考慮し、さまざまなデバスと入力の種類 (モバル デバ

ス、タッチ スクリーン、ペンとンクなど) を考慮します。たとえば、タッチ スクリーンの入力

では、マウスとキーボードによる入力のみを想定してデザンされた UI よりもボタンの間隔が広

い、より大きなボタンを使用することが一般的です。Web ゕプリケーションを構築する場合は、

レゕウトにカスケード スタル シート (CSS) を使用することを検討します。これにより、レン

ダリングのパフォーマンスと保守容易性が向上します。 

 

 

検証 

入力とデータの検証を効率的に行う方針を設計することは、ゕプリケーションのセキュリテゖや適切な動作を実

現するうえで重要です。ユーザーの入力だけでなく、プレゼンテーション レヤーのビジネス ルールに関する

検証規則も決定します。入力とデータの検証の方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 入力の検証はプレゼンテーション レヤーで処理され、ビジネス ルールの検証はビジネス レヤ

ーで処理される必要があります。ただし、ビジネス レヤーとプレゼンテーション レヤーが物



理的に離れている場合は、ユーザビリテゖと応答性を向上するために、ビジネス ルールの検証ロジ

ックをプレゼンテーション レヤーに反映することをお勧めします。これは、メタデータを使用す

るか、両方のレヤーに存在する検証規則の共通のコンポーネントを使用して実現できます。 

 悪意のある入力を制限、拒否、および一部削除する検証の方針を設計します。検証を実装する際に

役立つ設計パターンとサード パーテゖ製のラブラリを確認します。検証に適しているビジネス 

ルール (トランザクションの制限など) を特定し、包括的な検証を実装して、これらのルールが危

険にさらされないようにします。 

 検証エラーを正しくハンドルして、エラー メッセージで機密情報が公開されないようにします。ま

た、悪意のある操作の検出に役立てるために、検証で発生したエラーをログに記録するようにしま

す。 

 

検証の技法に関する詳細については、第 17 章「分野横断的な懸念事項」を参照してください。 

 

テクノロジに関する考慮事項 

マクロソフト プラットフォームに関しては、プレゼンテーション レヤーに適した実装テクノロジを選択す

る際に、次のガドランが役立ちます。また、このガドランでは、特定の種類のゕプリケーションとテク

ノロジで役に立つ、一般的なパターンに関する情報も提供します。 

モバイル アプリケーション 

モバル ゕプリケーションを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 Microsoft Windows ベースのさまざまなデバスで実行され、常時接続、不定期に接続、オフラ

ン状態で実行できる、完全な機能を備えたゕプリケーションを構築する場合は、.NET Compact 

Framework の使用を検討します。 

 さまざまなモバル デバスをサポートするか、ワヤレス ゕプリケーション プロトコル 

(WAP)、コンパクト HTML (cHTML)、または同様のレンダリング形式が必要な接続型ゕプリケー

ションを構築する場合は、ASP.NET for Mobile の使用を検討します。 

 

 

リッチ クライアント アプリケーション 

リッチ クラゕント ゕプリケーションを設計する際には、次のガドランを考慮します。 



 リッチ メデゖゕとリッチ グラフゖックス対応したゕプリケーションを構築する必要がある場合は、

Windows Presentation Foundation (WPF) の使用を検討します。 

 Web サーバーからダウンロードして Windows クラゕントで実行するゕプリケーションを構築

する必要がある場合は、XAML ブラウザー ゕプリケーション (XBAP) の使用を検討します。 

 ドキュメント ベースのゕプリケーションやレポート作成に使用するゕプリケーションを構築する必

要がある場合は、Microsoft Office Business Application (OBA) を設計することを検討します。 

 さまざまなサード パーテゖ製のコントロールや迅速なゕプリケーション開発をサポートするツール

を活用する必要がある場合は、Windows フォームの使用を検討します。Windows フォームを使

用して複合ゕプリケーションを設計する場合は、patterns & practices の Smart Client Software 

Factory の使用を検討します。 

 WPF を使用してゕプリケーションを構築する場合は、次の事項を考慮します。 

◦ 複合ゕプリケーションでは、patterns & practices の Composite Client Application 

Guidance の使用を検討します。 

◦ Presentation Model (Model-View-ViewModel) パターンの使用を検討します。これは、

(View が従来のように開発者によって作成されるのではなく、デザナーによって作成さ

れる) 現在の UI 開発プラットフォームに合わせてカスタマズされた、Model-View-

Controller (MVC) の変化形です。これは、ユーザー コントロールに DataTemplate を

実装して、デザナーが細かく制御できるようにすることで実現できます。また、WPF 

のコマンドを使用して、View と Presenter や ViewModel 間で通信することも検討しま

す。 

 

 

リッチ インターネット アプリケーション 

リッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA) を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 複数のプラットフォームを対象とし、多数のグラフゖックスを使用し、リッチ メデゖゕとプレゼン

テーションの機能をサポートするブラウザー ベースの接続型ゕプリケーションを構築する必要があ

る場合は、Silverlight の使用を検討します。 

 Silverlight を使用してゕプリケーションを構築する場合は、次の項目を考慮します。 

◦ この章の前半で説明したように、Presentation Model (Model-View-ViewModel) パター

ンの使用を検討します。 

◦ 持続性を持ちながら変化する必要があるゕプリケーションを設計する場合は、patterns & 

practices の Composite Client Application Guidance の使用を検討します。 



 

 

Web アプリケーション 

Web ゕプリケーションを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 Web ブラウザーや専用のユーザー エージェント経由でゕクセスするゕプリケーションを構築する

必要がある場合は、ASP.NET の使用を検討します。 

 ASP.NET を使用してゕプリケーションを構築する場合は、次の事項を考慮します。 

◦ マスター ページを使用して、すべてのページで使用する一貫した UI の開発と実装を簡略

化することを考慮します。 

◦ ページの再読み込み回数を少なくして、対話性とバックグラウンド処理を強化するには、

AJAX と ASP.NET Web フォームの併用を検討します。 

◦ 独立したリッチ メデゖゕ コンテンツと対話性を含める必要がある場合は、Silverlight コ

ントロールと ASP.NET の併用を検討します。 

◦ ゕプリケーションのテスト容易性を向上したり、ゕプリケーションのユーザー ンターフ

ェスとビジネス ロジックをより明確に分離したりする必要がある場合は、ASP.NET の 

MVC Framework の使用を検討します。このフレームワークでは、Web ゕプリケーショ

ン開発で Model-View-Controller ベースの手法がサポートされます。 

 

patterns & practices の Smart Client Software Factory と Composite Client Application Guidance の詳細

については、この章の後半にある「patterns & practices のサービス」を参照してください。 

 

パフォーマンスに関する考慮事項 

プレゼンテーション レヤーのパフォーマンスを最大限に高めるには、次のガダンスを考慮します。 

  プレゼンテーション レヤーを注意深く設計して、豊富な機能と応答性を備えたユーザー エクス

ペリエンスを実現するのに必要な機能が含まれるようにします。たとえば、プレゼンテーション レ

ヤーでは、層間で通信を行うことなく、ユーザーの入力をすぐに検証できるようにします。この

処理を実現するには、メタデータや共有コンポーネントを使用して、ビジネス レヤーのデータ検

証規則がプレゼンテーション レヤーに反映されることが必要な場合があります。 



 ゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーとビジネス レヤーまたはサービス レヤー間

のやりとりは、非同期に行われる必要があります。このようにすると、長い待ち時間や断続的な接

続が、ゕプリケーションのユーザビリテゖや応答性に悪影響を及ぼす可能性が低くなります。 

 ユーザーに表示するデータは、プレゼンテーション レヤーにキャッシュすることを検討します。

たとえば、株価情報に表示された履歴情報をキャッシュできます。 

 一般的に、ユーザーの数が限られている場合や、データの合計サズが比較的小さい場合を除き、

セッション データを保持したり、ユーザー固有のデータをキャッシュしたりしないようにします。

ただし、ユーザーがしばらく操作を続行することが多い場合に、ユーザー固有のデータを一時的に

キャッシュすることは、適切な技法です。セッション データやユーザー固有のデータを格納または

キャッシュする場合は、Web フゔームやゕプリケーション フゔーム内で発生するゕフゖニテゖの

問題に注意してください。 

 クエリを実行して情報を要求する場合は、常にデータ ページングを使用します。際限のない量のデ

ータを返す可能性があるクエリには依存せず、表示するデータの量に適したデータ ページのサズ

を使用します。クラゕント側のページングは、やむを得ない場合にのみ使用します。 

 ASP.NET でビュー ステートを使用すると、各ラウンド トリップに含まれるデータの量が増加し、

ゕプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性があるため、これを使用する場合には注意し

ます。必要に応じて、読み取り専用のセッションを使用するようにページを構成するか、セッショ

ンを一切保持しないようにページを構成することを検討します。 

 

プレゼンテーション レイヤーの設計手順 

次の手順は、ゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーの設計に関する推奨プロセスです。この手法を

使用すると、ゕーキテクチャを開発する際に、関連するすべての要素を考慮できます。手順は次のとおりです。 

1. クライアントの種類を特定する: 要件を満たし、組織のンフラストラクチャと開発の制約に準拠

するクラゕントの種類を選択します。たとえば、ユーザーがモバル デバスを携帯していて、

ネットワークに断続的に接続する場合は、モバル クラゕントが最適な選択肢です。適切なクラ

ゕントの種類を選択するのに役立つ情報については、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. プレゼンテーション レイヤーのテクノロジを選択する: UI とプレゼンテーション レヤーの大ま

かな機能を特定し、これらの要件を満たして、選択したクラゕントの種類で使用できる UI テク

ノロジを選択します。この時点で、使用可能なテクノロジの中に適しているものがない場合は、ク

ラゕントの種類を再検討することをお勧めします。それぞれの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、付録 B 「プレゼンテーション テクノロジ」を参照してくださ

い。 

3. ユーザー インターフェイスを設計する: UI をモジュール形式にする必要があるかどうかを検討し

て、プレゼンテーション レヤー内で懸念事項の分離を強化する方法を決定します。

Presentation Model、MVC、MVP などの Separated Presentation パターンの使用を検討します。

この章の前半の「構成」、「ナビゲーション」、「ユーザー エクスペリエンス」、および「ユーザ

ー ンターフェス」で紹介したガドランを使用して、要件を満たす適切な UI を設計します。

設計で使用する可能性があるコンポーネントの種類の詳細については、第 11 章「プレゼンテーシ

ョン レヤーのコンポーネントの設計」を参照してください。 

4. データ検証の方針を決定する: データ検証の技法を使用して、信頼されない入力からシステムを保

護します。また、例外処理とログ記録の適切な方針も決定します。検証、例外処理、およびログ記

録に関する適切な方針の実装の詳細については、第 17 章「分野横断的な懸念事項」を参照してく

ださい。 

5. ビジネス ロジックの方針を決定する: ビジネス ロジックを取り除いて、これをプレゼンテーショ

ン レヤーのコードから分離します。これにより、ゕプリケーションの保守容易性が向上し、プレ

ゼンテーション レヤーに影響を及ぼすことなく、ビジネス ロジックを簡単に変更できるように

なります。選択する技法は、ゕプリケーションの複雑さによって決まります。この一般的な手法を

次に示します。 

◦ UI の検証: ユーザーの入力を検証するためだけにビジネス ロジックを使用する単純なゕ

プリケーションでは、ビジネス ロジックを UI コンポーネントに配置することが可能です。

ただし、UI コンポーネント内で、検証に関係のないビジネス ロジックと混在しないよう

に注意する必要があります。 

◦ ビジネス プロセス コンポーネント: 複雑なゕプリケーション、トランザクションをサポ

ートするゕプリケーション、または UI の検証以外にも基本的なビジネス ロジックを含む

ゕプリケーションでは、UI コンポーネントで使用する別個のコンポーネントにビジネス 

ロジックを配置することを検討します。 

◦ ドメイン モデル: ビジネス ロジックを複数のゕプリケーションで共有する複雑なエンタ

ープラズ ゕプリケーションでは、ビジネス コンポーネントを別個の論理レヤーに分

離することを検討します。このようにすると、ビジネス レヤーを別個の物理層に配置で

きるので、スケーラビリテゖが向上し、他のゕプリケーションによる再利用がサポートさ

れます。 



◦ ルール エンジン: 複雑な検証、処理のオーケストレーション、およびドメン ロジック

をサポートする必要があるゕプリケーションでは、ビジネス ロジックを Microsoft 

BizTalk® Server などのルール エンジンに配置することを検討します。 

6. 他のレイヤーとの通信に関する方針を決定する: ゕプリケーションに、データ ゕクセス レヤー、

ビジネス レヤーなど、複数のレヤーが含まれる場合は、プレゼンテーション レヤーとその

他のレヤーとの通信に関する方針を決定します。独立したビジネス レヤーが存在している場合、

プレゼンテーション レヤーではビジネス レヤーと通信します。ビジネス レヤーが存在しな

い場合、プレゼンテーション レヤーではデータ ゕクセス レヤーと直接通信します。その他の

層にゕクセスするには、次の技法を使用します。 

◦ 直接的なメソッド呼び出し: 通信するレヤーがプレゼンテーション レヤーと同じ物理

層にある場合は、メソッドを直接呼び出せます。 

◦ Web サービス: データ ゕクセスやビジネス ロジックを他のゕプリケーションと共有する

必要がある場合、ビジネス レヤーやデータ ゕクセス レヤーがプレゼンテーション レ

ヤーと別の層に配置されている場合、または分離を重視する場合は、Web サービス 

ンターフェスを使用します。ビジネス ロジックやデータ ゕクセス ロジックが、ント

ラネット内のプレゼンテーション レヤーで使用される場合は、WCF で TCP プロトコ

ルを使用することを考慮します。ビジネス ロジックやデータ ゕクセス ロジックが、ン

ターネット内のプレゼンテーション レヤーで使用される場合は、WCF で HTTP プロト

コルを使用することを考慮します。ビジネス ロジックやデータ ゕクセス ロジックで実行

時間が長い呼び出しが行われる場合は、WCF とメッセージ キューを使用する非同期通信

の採用を検討します。 

 

適切な通信方法の実装に関する詳細については、第 18 章「通信とメッセージ」を参照してください。 

関連する設計パターン 

次の表に示すようにプレゼンテーション レヤーの主要なパターンはカテゴリに分類されます。各カテゴリの

設計を行う際には、これらのパターンの使用を検討します。 

カテゴリ 関連するパターン 

キャッシュ Cache Dependency: 外部からの情報を使用して、キャッシュに格納され

ているデータの状態を判断します。 

Page Cache: 頻繁にゕクセスされ、変更の頻度が低く、構築に大量のシス

テム リソースを消費する動的な Web ページの応答時間が向上します。 



構成とレゕウト Composite View: 個々のビューを組み合わせて、複合的に表します。 

Presentation Model (Model-View-ViewModel) パターン: 現在の UI 開発

プラットフォーム (View が従来のように開発者によって作成されるのではな

く、デザナーによって作成されます) に合わせてカスタマズされた 

Model-View-Controller (MVC) の変化形です。 

Template View: 共通のテンプレート ビューを実装し、このテンプレート 

ビューを使用してビューを取得または構成します。 

Transform View: プレゼンテーション層に渡されたデータを HTML に変換

して、UI で表示します。 

Two-Step View: モデル データを、具体的な形式を指定しない論理表現に

変換してから、その論理表現を変換して、必要な実際の形式を追加します。 

例外管理 Exception Shielding: 例外が発生したときに、サービスの内部実装に関す

る情報が公開されないようにします。 

ナビゲーション Application Controller: 画面のナビゲーションを処理する一元化された場

所です。 

Front Controller: 単一のハンドラー オブジェクトを通じて、すべての要求

を渡すことで要求処理を統合する、Web のみに対応したパターンです。この

ハンドラー オブジェクトは、実行時にデコレータを使用して変更できます。 

Page Controller: 要求からの入力を受け取り、その入力を特定のページや 

Web サトの操作で処理します。 

Command: 要求処理を、共通の実行ンターフェスを備えた別個のコマ

ンド オブジェクトにカプセル化します。 

ユーザー エクスペリエンス Asynchronous Callback: 実行時間が長いタスクを、バックグラウンドで

実行される独立したスレッドで実行し、タスクが完了したときにスレッドが

コールバックする機能を提供します。 

Chain of Responsibility: 複数のオブジェクトが要求を処理できるように

することで、要求の送信者と受信者が一対一で結合されないようにします。 

 

Page Cache パターンの詳細については、「Microsoft .NET を使用したエンタープラズ ソリューション パタ

ーン」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998469.aspx) を参照してください。 

Application Controller、Front Controller、Page Controller、Template View、Transform View、および 

Two-Step View の各パターンの詳細については、Martin Fowler 著 『エンタープラズ ゕプリケーション ゕ

ーキテクチャ パターン』 (翔泳社、2005 年) を参照するか、http://martinfowler.com/eaaCatalog (英語) を

参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998469.aspx
http://martinfowler.com/eaaCatalog


Composite View パターンと Presentation Model パターンの詳細については、「Patterns in the Composite 

Application Library」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458924.aspx、英語) を参照してくだ

さい。 

Chain of Responsibility パターンの詳細については、「開放/閉鎖原則」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/magazine/cc546578.aspx) を参照してください。 

Command パターンの詳細については、Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson、John Vlissides 共

著『オブジェクト指向における再利用のためのデザン パターン』(ソフトバンク クリエテゖブ、1999 年) 

の第 5 章「振る舞いに関するパターン」を参照してください。 

Asynchronous Callback パターンの詳細については、「Creating a Simplified Asynchronous Call Pattern 

for Windows Forms Applications」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms996483.aspx、英語) を

参照してください。 

Exception Shielding パターンと Entity Translator パターンの詳細については、「Useful Patterns for 

Services」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304800.aspx、英語) を参照してください。 

patterns & practices のサービス 

マクロソフトの patterns & practices グループが提供している関連サービスの詳細については、次のリソー

スを参照してください。 

 Composite Client Application Guidance  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx、英語) 

 Smart Client Software Factory  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480482.aspx、英語) 

 Web Client Software Factory  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb264518.aspx、英語) 

 

関連情報 

Web リソースに簡単にゕクセスするには、http://www.microsoft.com/architectureguide (英語) でオンラ

ン版の参考文献を参照してください。 

 Choosing the Right Presentation Layer Architecture  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480039.aspx、英語) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458924.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc546578.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc546578.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms996483.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304800.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480482.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb264518.aspx
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480039.aspx


 分散メモリ オブジェクト キャッシュ システムの memcached  

(http://www.danga.com/memcached/、英語) 

 Microsoft Inductive User Interface Guidelines  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms997506.aspx、英語) 

 マクロソフト プロジェクト コード名 Velocity  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/cc655792.aspx) 

 User Interface Text Guidelines  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb158574.aspx、英語) 

 Web クラゕントの設計と実装に関するガドラン  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978631.aspx) 

 Web プレゼンテーションのパターン  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998516.aspx) 

 

 

http://www.danga.com/memcached/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms997506.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/cc655792.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb158574.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978631.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998516.aspx

