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ビジネス レヤーのガドラン 

概要 

この章では、ゕプリケーションのビジネス 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のゕーキテクチャにおけるビジネス レヤーの位置付け、ビジネス 

レヤーに通常含まれるコンポーネント、およびビジネス レヤーの設計時に発生する主要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。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ビジネス 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ビジネス 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、ビジネス レヤーには、次のコンポーネントが含まれます。 

 アプリケーション ファサード: 一般的に、このオプション コンポーネントでは、複数のビジネス操作

をビジネス ロジックが使用しやすくなる単一の操作に統合することによって、簡略化されたンター

フェスがビジネス ロジック コンポーネントに提供されます。外部の呼び出し元では、ビジネス コン

ポーネントの詳細と、コンポーネント間の関係を把握する必要がないので、依存関係が軽減されます。 

 ビジネス ロジック コンポーネント: ビジネス ロジックは、ゕプリケーション データの取得、処理、変

換、および管理、ビジネス ルールとビジネス ポリシーの適用、そしてデータの一貫性と妥当性の確保

に関連するゕプリケーション ロジックです。再利用の機会を最大限に高めるには、ビジネス ロジック 

コンポーネントには、ユース ケースまたはユーザー ストーリー固有の動作やゕプリケーション ロジッ

クを含めないようにします。ビジネス ロジック コンポーネントは、さらに次の 2 つのカテゴリに分類

できます。 



◦ ビジネス ワークフロー コンポーネント: UI コンポーネントで、ユーザーから必要なデータを

収集してビジネス レヤーに渡したら、ゕプリケーションでは、そのデータを使用してビジネス 

プロセスを実行できます。多くのビジネス プロセスには、正しい順序で実行する必要がある複数

の手順が含まれており、ビジネス プロセス間ではオーケストレーション経由で通信が行われる場

合があります。ビジネス ワークフロー コンポーネントでは、実行時間が長い多段階のビジネス プ

ロセスが定義および調整され、このコンポーネントはビジネス プロセス管理ツールを使用して実

装できます。また、操作をンスタンス化して実行するビジネス プロセス コンポーネントと連動

しています。ビジネス ワークフロー コンポーネントの詳細については、第 14 章「ワークフロー 

コンポーネントの設計」を参照してください。 

◦ ビジネス エンティティ コンポーネント: ビジネス エンテゖテゖ (一般的に言うビジネス オブ

ジェクト) では、顧客や注文など、ゕプリケーション内で実際の要素を表すのに必要なビジネス 

ロジックとビジネス データをカプセル化します。ビジネス エンテゖテゖでは、データ値がプロパ

テゖに格納および公開され、ゕプリケーションで使用するビジネス データを保持して管理し、ビ

ジネス データと関連機能へのプログラムによるステートフルなゕクセスが提供されます。また、

一貫性を確保して、ビジネス ルールと動作を実装するために、エンテゖテゖに含まれるデータを

検証して、ビジネス ロジックをカプセル化します。ビジネス エンテゖテゖ コンポーネントの詳細

については、第 13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してください。 

 

ビジネス 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。 

ビジネス 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 12 章「ビジネス 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 

ビジネス レヤーを設計する際、ソフトウェゕ ゕーキテクトの目標は、タスクを関連領域に分離して、ソフトウェ

ゕがなるべく複雑にならないようにすることです。たとえば、ビジネス ルール、ビジネス ワークフロー、およびビ

ジネス エンテゖテゖを処理するロジックは、すべて別個の関連領域を表しています。関連領域に分離して設計した

コンポーネントでは、その領域に的を絞って、他の関連領域に関係のあるコードを含めないようにします。ビジネス 

レヤーを設計する際には、次のガドランを考慮します。 



 別個のビジネス レイヤーが必要かどうか判断する: 可能な場合は、別個のビジネス レヤーを使用し

て、ゕプリケーションの保守容易性を高めることをお勧めします。ただし、(データ検証以外の) ビジネ

ス ルールがほとんどないか、まったくないゕプリケーションは例外とします。 

 ビジネス レイヤーの機能とコンシューマーを特定する: これを特定すると、ビジネス レヤーで実行

するタスクや、ビジネス レヤーを公開する方法を決定するのに役立ちます。ビジネス レヤーでは、

複雑なビジネス ルールの処理、データの変換、ポリシーの適用、および検証を実行します。プレゼン

テーション レヤーと外部ゕプリケーションでビジネス レヤーが使用される場合、ビジネス レヤ

ーをサービス経由で公開します。 

 ビジネス レイヤーに異なる種類のコンポーネントが混在しないようにする: ビジネス レヤーは、プ

レゼンテーションとデータにゕクセスするコードがビジネス ロジック コードと混在するのを回避し、

ビジネス ロジックからプレゼンテーション ロジックとデータ ゕクセス ロジックを分離して、ビジネ

ス機能のテストを簡略化するために使用します。また、ビジネス ロジックの共通機能を一元化して、

再利用を促進する目的にも使用します。 

 リモートのビジネス レイヤーにアクセスする際のラウンド トリップの回数を減らす: ビジネス レヤ

ーが、通信する必要のあるレヤーとクラゕントから分離された物理層に存在する場合、メッセージ 

ベースのリモート ゕプリケーション フゔサードか、細かい操作を少ない数の大まかな操作に統合する

サービス レヤーを実装することを検討します。また、ネットワーク経由で転送されるデータには、

データ転送オブジェクト (DTO) のような、大まかなパッケージを使用することを検討します。 

 レイヤー間の密結合を避ける: ビジネス レヤーのンターフェスを作成する際には、抽象化の原理

を使用して、結合を最小限に抑えます。抽象化の手法には、パブリック オブジェクト ンターフェ

ス、一般的なンターフェスの定義、抽象型基本クラス、またはメッセージを使用するものがありま

す。Web ゕプリケーションの場合は、プレゼンテーション レヤーとビジネス レヤー間でメッセー

ジ ベースのンターフェスを使用することを検討します。詳細については、第 5 章「レヤー型ゕ

プリケーションのガドラン」を参照してください。 

 

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、設計の具体的な領域に

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。 



 認証 

 承認 

 キャッシュ 

 結合 

 例外管理 

 ログ記録、監査、およびンストルメンテーション 

 検証 

 

認証 

ビジネス レヤー用の効果的な認証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と信頼性の両方にお

いて重要です。正しく設計しないと、スプーフゖング攻撃、辞書攻撃、セッション ハジャックなどの攻撃に対し

て、ゕプリケーションが脆弱になる可能性があります。認証の方針を設計する際には、次のガドランを考慮しま

す。 

 信頼境界内の同じ層にあるプレゼンテーション レヤーまたはサービス レヤーのみでビジネス レ

ヤーが使用される場合、ビジネス レヤーに認証機能を実装しないようにします。最初の呼び出し元

の ID ベースの承認または認証が必要な場合のみ、呼び出し元の ID をビジネス レヤーに渡します。 

 ビジネス レヤーが、複数のゕプリケーションの別個のユーザー ストゕで使用される場合、シングル 

サンオンのメカニズムの実装を検討します。また、カスタム認証のメカニズムを使用することは避け

て、できる限り組み込みのプラットフォームのメカニズムを使用します。 

 プレゼンテーション レヤーとビジネス レヤーが同じコンピューターに配置されており、最初の呼

び出し元のゕクセス制御リスト (ACL) のゕクセス許可に基づいてリソースにゕクセスする必要がある

場合は、偽装の使用を検討します。また、プレゼンテーション レヤーとビジネス レヤーが別個の

コンピューターに配置されており、最初の呼び出し元の ACL のゕクセス許可に基づいてリソースにゕ

クセスする必要がある場合は、デリゲートの使用を検討します。ただし、デリゲートは、多くの環境で

サポートされていないので、これを使用するのは、リソースの使用が増加した場合に限ります。セキュ

リテゖ要件に違反しなければ、境界でユーザーを認証することと、下位レヤーの呼び出しに信頼され

たサブシステムの手法を使用することを検討します。または、(特にサービス ベースのゕプリケーショ

ンでは) クレーム ベースのセキュリテゖ手法を使用することを検討します。この手法を使用すると、統



合された ID のメカニズムを利用して、ターゲット システムでユーザーの要求を認証できるようになり

ます。 

 

承認 

ビジネス レヤー用の効果的な承認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と信頼性の両方にお

いて重要です。正しく設計しないと、情報漏えい、データの改ざん、および特権の昇格に対して、ゕプリケーション

が脆弱になる可能性があります。承認の方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ID、ゕカウント グループ、役割、またはその他のコンテキスト情報に基づいて、呼び出し元を承認す

ることで、リソースを保護します。役割に関しては、できる限り粒度を小さくして、ゕクセス許可の組

み合わせの数を減らすことを検討します。 

 ビジネスにおける決定には役割ベースの承認を使用し、システムの監査にはリソース ベースの承認を

使用し、ID、役割、許可、権利、その他の要素などの情報の組み合わせに基づく、統合された承認をサ

ポートする必要がある場合にはクレーム ベースの承認を使用することを検討します。 

 パフォーマンスとスケーリングの機会に大きな影響を及ぼす場合があるので、偽装とデリゲートの使用

はできる限り避けます。一般的に、直接呼び出すよりも、呼び出し時にクラゕントを偽装するほうが

負荷が高くなります。 

 同じコンポーネントに承認コードとビジネス処理コードが混在しないようにします。 

 一般的に、ゕプリケーションでは承認を実施することが普及しているので、承認のンフラストラクチ

ャによるパフォーマンスのオーバーヘッドが大きくならないようにします。 

 

キャッシュ 

ビジネス レヤー用の適切なキャッシュ方針を設計することは、ゕプリケーションのパフォーマンスと応答性の両

方において重要です。キャッシュを使用すると、参照データの検索処理を最適化し、ネットワークのラウンド トリ

ップを回避して、同じ処理が不要に何度も実行されることを回避できます。キャッシュの方針の設計では、作業の一

環として、キャッシュ データを読み込むタミングと方法を判断する必要があります。クラゕント側で遅延が発

生するのを回避するには、キャッシュ データを非同期で読み込むか、バッチ処理を使用します。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。 



 ビジネス レヤーで定期的に再利用される静的データをキャッシュすることを検討します (ただし、揮

発性データはキャッシュしないようにします)。また、データベースから迅速かつ効率的に取得できな

いデータもキャッシュすることを検討します。ただし、処理が遅くなる可能性があるため、大量のデー

タはキャッシュしないようにし、 必要最低限のデータのみをキャッシュします。 

 ビジネス レヤーに使用できる形式のデータをキャッシュすることを検討します。 

 機密データをキャッシュすることはできる限り避けます。キャッシュする必要がある場合は、キャッシ

ュ内の機密データを保護するメカニズムを設計します。 

 Web フゔームでの展開が、ビジネス レヤーのキャッシュ ソリューションの設計に及ぼす影響を考慮

します。同じクラゕントからの要求を処理できるサーバーがフゔームに複数台ある場合、キャッシュ 

ソリューションでは、キャッシュ データの同期をサポートする必要があります。 

 

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。 

結合 

ビジネス レヤーのコンポーネントを設計する際には、レヤーが密接に結合されるようにして、レヤー間の疎

結合を実装します。この設計により、ゕプリケーションのスケーラビリテゖが向上します。結合を設計する際には、

次のガドランを考慮します。 

 循環する依存関係を避けます。ビジネス レヤーでは、下位レヤー (データ ゕクセス レヤー) に

関する情報のみが必要であり、上位レヤー (プレゼンテーション レヤーやビジネス レヤーに直

接ゕクセスする外部のゕプリケーション) に関する情報は必要ありません。 

 抽象化を使用して、疎結合されたンターフェスを実装します。ンターフェス コンポーネント、

一般的なンターフェスの定義、または共有の抽象化を使用することで、これを実現できます。それ

らにおいては、具体的なコンポーネントが、他の具体的なコンポーネントではなく抽象化に依存してい

ます (依存関係の逆転の原則)。詳細については、第 5 章「レヤー型ゕプリケーションのガドラ

ン」で、レヤー型構造を設計する手順を参照してください。 

 動的な動作で疎結合が必要でない限り、ビジネス レヤー内は密結合になるように設計します。 

 結合性が高くなるように設計します。コンポーネントには、そのコンポーネントに関連する機能のみを

含めます。また、ビジネス コンポーネントでは、データ ゕクセス ロジックとビジネス ロジックが混

在しないようにします。 



 メッセージ ベースのンターフェスを使用してビジネス コンポーネントを公開することを検討し、

結合を緩和して、必要な場合は別個の物理層にコンポーネントを配置できるようにします。 

 

例外管理 

ビジネス レヤー用の効果的な例外管理のソリューションを設計することは、ゕプリケーションのセキュリテゖと

信頼性の両方において重要です。正しく設計しないと、ゕプリケーションがサービス拒否 (DoS) 攻撃に対して脆弱

になり、ゕプリケーションの機密情報や重要な情報が開示される可能性があります。例外の発生とハンドルは負荷の

高い操作なので、例外管理を設計する際には、パフォーマンスへの影響を考慮する必要があります。例外管理の方針

を設計する際に考慮する必要があるガドランは、次のとおりです。 

 例外は、ハンドルできる内部例外のみをキャッチするか、情報を追加する必要がある場合にキャッチし

ます。たとえば、null 値を変換する際に発生するデータ変換の例外をキャッチします。ビジネス ロジ

ックやゕプリケーション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。 

 適切な例外の伝達に関する方針を設計します。たとえば、例外は、次のレヤーに渡す前に、必要に応

じてログに記録して変換できる境界のレヤーに伝播するようにします。エラーとフォールトの根本原

因を分析するときに、異なるレヤーで発生した関連する例外を関連付けられるように、コンテキスト 

ID を含め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。 

 重大なエラーと例外のログ記録および通知に関する適切な方針を設計して、例外に関する十分な詳細情

報をログに記録し、機密情報は開示しないようにします。 

 

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。 

 

ログ記録、監査、およびインストルメンテーション 

ビジネス レヤー用のログ記録、監査、およびンストルメンテーションの優れたソリューションを設計すること

は、ゕプリケーションのセキュリテゖと信頼性の両方において重要です。正しく設計しないと、否認の脅威に対して

ゕプリケーションが脆弱になり、悪意のある操作を実行したことをハッカーが否定できるようになります。合法的な

処置において行われた不正行為を証明するのに、ログ記録フゔルが必要となる場合もあります。一般的に、監査は、



ログ記録情報がリソースへのゕクセスと同じタミングで生成され、リソースにゕクセスした同じルーチンで生成さ

れた場合に、最も確実だと見なされます。ンストルメンテーションは、パフォーマンス カウンターとパフォーマ

ンス ベントを使用して実装できます。システム監視ツールでは、このンストルメンテーションか他のゕクセス 

ポントを使用して、ゕプリケーションの状態、パフォーマンス、および正常性についての情報を管理者に提供でき

ます。ログ記録とンストルメンテ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。 

 ビジネス レヤーのログ記録、監査、およびンストルメンテーションを一元化します。また、

patterns & practices の Enterprise Library、Apache Logging Services の log4net、Jarosław 

Kowalski が提供している NLog などのサード パーテゖ製のソリューションを使用して、例外のハンド

ルとログ記録の機能を実装することを検討します。 

 ビジネス コンポーネントに、システムクリテゖカルなベントとビジネスクリテゖカルなベントの

ンストルメンテーションを含めます。 

 ログ フゔルには、ビジネスに関する機密情報を格納しないようにします。 

 ログ記録でエラーが発生しても、ビジネス レヤーの正常機能に影響しないようにします。 

 ビジネス レヤーに実装する機能へのすべてのゕクセスを監査およびログ記録することを検討します。 

 

 

検証 

ビジネス レヤー用の効果的な検証のソリューションを設計することは、ゕプリケーションのユーザビリテゖと信

頼性の両方において重要です。正しく設計しないと、ゕプリケーションがデータの不整合やビジネス ルールの違反

に対して脆弱になり、ユーザー エクスペリエンスが低下します。また、クロス サト スクリプト攻撃や、SQL 

ンジェクション攻撃、バッフゔのオーバーフロー、その他の種類の入力による攻撃などのセキュリテゖの問題に対し

てゕプリケーションが脆弱になる場合があります。有効な入力と悪意のある入力に関する包括的な定義はありません。

また、悪用されるリスクは、ゕプリケーションで入力をどのように使用するかに左右されます。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。 

 入力の検証がプレゼンテーション レヤーで行われる場合も、ビジネス レヤーでは、すべての入力

とメソッドのパラメーターを検証します。 

 検証の手法を一元化して、テスト容易性と再利用性を最大限に高めます。 

 ユーザーの入力を制限、拒否、および一部削除します。つまり、すべてのユーザーの入力が悪意のある

入力だと仮定します。また、入力されたデータの長さ、範囲、形式、型を検証します。 

 



配置に関する考慮事項 

ビジネス レヤーを配置する際には、運用環境のパフォーマンスとセキュリテゖ上の問題を考慮する必要がありま

す。ビジネス レヤーを配置する際には、次のガドランを考慮します。 

 スケーラビリテゖやセキュリテゖの要件に違反しなければ、ゕプリケーションのパフォーマンスを最大

限に高めるために、ビジネス レヤーをプレゼンテーション レヤーと同じ物理層に配置することを

検討します。 

 リモート ビジネス レヤーをサポートする必要がある場合は、TCP プロトコルを使用して、ゕプリケ

ーションのパフォーマンスを向上することを検討します。 

 ンターネット プロトコル セキュリテゖ (IPSec) を使用して、物理層間で渡されるデータを保護する

ことを検討します。 

 Secure Sockets Layer (SSL) 暗号化を使用して、ビジネス レヤーのコンポーネントで行うリモート 

Web サービスの呼び出しを保護します。 

 

ビジネス レイヤーの設計手順 

ビジネス レヤーを設計する際には、ビジネス コンポーネント、ビジネス エンテゖテゖ、ビジネス ワークフロー 

コンポーネントなどの、レヤーの主な構成の設計要件も考慮する必要があります。このセクションでは、ビジネス 

レヤー自体を設計する際に必要となる作業について簡単に説明します。ビジネス レヤーを設計する際には、次

の主な手順を実行します。 

1. ビジネス レイヤーの大まかな設計を作成する: プレゼンテーション レヤー、サービス レヤー、そ

の他のゕプリケーションなどのビジネス レヤーのコンシューマーを特定します。これを特定すると、

ビジネス レヤーを公開する方法を決定するのに役立ちます。次に、ビジネス レヤーのセキュリテ

ゖ要件、検証の要件、検証の方針を決定します。この章の前半の「設計に関する具体的な問題」のセク

ションで紹介したガドランを使用して、大まかな設計を作成する際には、関連するすべての要素を

考慮するようにします。 

2. ビジネス コンポーネントを設計する: ゕプリケーションを設計および導入する際に使用できるビジネス 

コンポーネントには、ビジネス プロセス コンポーネント、ユーテゖリテゖ コンポーネント、ヘルパー 

コンポーネントなど、複数の種類があります。ゕプリケーションの設計、トランザクションの要件、お



よび処理の規則のさまざまな側面が、ビジネス コンポーネントで採用する設計に影響を及ぼします。

詳細については、第 12 章「ビジネス レヤーのコンポーネントの設計」を参照してください。 

3. ビジネス エンティティ コンポーネントを設計する: ビジネス エンテゖテゖには、ゕプリケーションで

使用するビジネス データが含まれており、それを管理するのに使用します。また、ビジネス エンテゖ

テゖでは、エンテゖテゖに含まれるデータの検証を行う必要があります。さらに、そのデータにゕクセ

スして、データの初期化に使用するプロパテゖと操作を提供する必要もあります。詳細については、第 

13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してください。 

4. ビジネス ワークフロー コンポーネントを設計する: タスクを規定の順序で完了する必要があるシナリ

オ (各手順が完了してから次の手順に進む必要があります)、またはユーザーによる調整が必要なシナリ

オが多数あります。これらの要件は、主要なワークフロー シナリオにマップできます。また、要件と

規則が、ワークフロー コンポーネントを実装するオプションに、どのような影響を及ぼすかを理解す

る必要があります。詳細については、第 14 章「ワークフロー コンポーネントの設計」を参照してく

ださい。 

 

ゕプリケーションでコンポーネントを設計および使用する方法の詳細については、第 10 章「コンポーネントのガ

ドラン」を参照してください。 

 

関連する設計パターン 

次の表に示すように、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 

ビジネス コンポーネント Application Façade: 動作を一元化および集約して均一のサービス レヤー

を提供します。 

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

て、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。 

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。 

ビジネス エンテゖテゖ Domain Model: ドメン内のエンテゖテゖとエンテゖテゖ間の関係を表す



一連のビジネス オブジェクトです。 

Entity Translator: 要求ではデータ コントラクトをビジネス エンテゖテゖ

に変換し、応答では逆の変換を行うオブジェクトです。 

Table Module: データベースのテーブルまたはビュー内のすべての行のビジ

ネス ロジックを処理する、1 つのコンポーネントです。 

ワークフロー Data-Driven Workflow: ワークフローまたはシステムのデータの値に基づ

いてシーケンスが決定されるタスクを含むワークフローです。 

Human Workflow: ユーザーが手動で実行するタスクを含むワークフローで

す。 

Sequential Workflow: 先行するタスクが完了してから次のタスクが開始さ

れるというシーケンスに従うタスクを含むワークフローです。 

State-Driven Workflow: システムの状態によってシーケンスが決定される

タスクを含むワークフローです。 

 

Façade 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 4 章

「構造に関するパターン」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。 

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。 

データ ドリブン ワークフロー、ヒューマン ワークフロー、シーケンシャル ワークフロー、およびステート ドリブ

ン ワークフローの詳細については、「Windows Workflow Foundation の概要」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734631.aspx) と「Workflow Patterns」

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

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/cc304800.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734631.aspx
http://www.workflowpatterns.com/


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。 

 Enterprise Library (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx、英語) 

 Unity Application Block (依存関係の挿入のメカニズム) 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.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。 

ビジネス レヤーの統合に関する詳細については、「Integration Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978729.aspx、英語) を参照してください。 

Apache Logging Services の log4net の詳細については、http://logging.apache.org/log4net/index.html (英語

) を参照してください。 

Jarosław Kowalski が提供している NLog の詳細については、http://www.nlog-project.org/introduction.html 

(英語) を参照してください。 

 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
http://logging.apache.org/log4net/index.html
http://www.nlog-project.org/introduction.html

