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コンポーネントのガドラン 

概要 

コンポーネントでは、他の機能から切り離して配布およびンストールできる、特定の単位に含まれる一連の機能を

分離する方法を提供します。この章では、コンポーネントの作成に関する一般的なガドランをいくつか紹介しま

す。また、このガドの他の章で取り上げているレヤー型の手法で設計したゕプリケーションの各レヤーで一般

的に使用するコンポーネントの種類についても説明します。ただし、コンポーネントを構築する手法は、ゕプリケー

ションの構造にかかわらず、全般的に適用できます。 

コンポーネントの設計に関する一般的なガイドライン 

ゕプリケーションで使用するコンポーネントを設計する際には、次の一般的なガドランを考慮します。 

 堅固なデザイン原理をコンポーネントのクラスに適用する: 堅固な原理の概要は次のとおりです。 

◦ 単一の役割の原理: 各クラスの役割は 1 つに絞る必要があります。 

◦ 開放/閉鎖原則: クラスは、変更しなくても拡張できる必要があります。 

◦ リスコフの置換原則: サブタプは基本型と置換できる必要があります。 

◦ インターフェイス分離の原則: クラス ンターフェスは、クラゕント専用に設計して、粒

度を細かくする必要があります。クラスでは、ンターフェスの要件が異なるさまざまなクラ

ゕントに別個のンターフェスを公開する必要があります。 

◦ 依存関係の逆転の原則: クラス間の依存関係を抽象化して、最初に低レベルのモジュールの設

計をしなくてもトップダウン方式で設計できるようにする必要があります。抽象化は詳細に依存し

ないようにする必要がありますが、詳細は抽象化に依存する必要があります。 



 コンポーネントの結合性が高くなるように設計する: 無関係の機能を追加したり、機能を混在させたり

してコンポーネントに過剰な機能を持たせないようにします。たとえば、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。機能がまとまっている

場合は、レヤーが物理的に離れていても、複数のコンポーネントを含むゕセンブリを作成して、ゕプ

リケーションの適切なレヤーにコンポーネントをンストールできます。 

 コンポーネントが他のコンポーネントの内部の詳細に依存しないようにする: 各コンポーネントやオブ

ジェクトでは、他のオブジェクトやコンポーネントのメソッドを呼び出す必要があります。また、この

メソッドでは、要求の処理方法 (状況によっては、要求を適切なサブコンポーネントや他のコンポーネ

ントにルーテゖングする方法) に関する情報を保持している必要があります。これにより、保守容易性

と柔軟性の高いゕプリケーションを開発できます。 

 コンポーネント間の通信方法を理解する: これには、ゕプリケーションでサポートしなければならない

配置シナリオを理解する必要があります。物理境界間やプロセス境界間の通信がサポートされる必要が

あるか、またはすべてのコンポーネントが同じプロセスで実行されるかどうかを判断することが必要で

す。 

 アプリケーション固有のロジックから抽象化された横断的なコードを維持する: 横断的なコードとは、

セキュリテゖ、通信、または運用管理 (ログ記録、ンストルメンテーションなど) に関連するコード

のことです。これらの機能を実装したコードをコンポーネントのロジックと混在させると、拡張や管理

が困難な設計となる可能性があります。 

 コンポーネント ベースのアーキテクチャ スタイルの基本原理を適用する: ゕーキテクチャの基本原理

では、コンポーネントが再利用可能、置き換え可能、拡張可能で、カプセル化されていること、独立し

ていること、およびコンテキストに特化していないことが必要であるとしています。コンポーネント 

ベースのゕーキテクチャ スタルに関する詳細については、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。 

 

レイヤー型アーキテクチャ アプリケーションのコンポーネントの分散 

ゕプリケーションの各レヤーには、レヤーに機能を実装する一連のコンポーネントが含まれていま

す。このようなコンポーネントは、再利用性を高めて、保守を簡略化するために、まとまりがあり疎結

合されている必要があります。図 1 は、各レヤーで一般的に使用されるコンポーネントの種類を示し

ています。 



 

図 1 

各レヤーで一般的に使用されるコンポーネントの種類 

次のセクションでは、図 1 で示したコンポーネントについて説明します。 

プレゼンテーション レイヤーのコンポーネント 

プレゼンテーション レヤーのコンポーネントでは、ユーザーがゕプリケーションを操作するために必要な機能を

実装します。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種類には、次のようなものがあ

ります。 

 ユーザー インターフェイス コンポーネント: ゕプリケーションのユーザー ンターフェスは、ユー

ザー ンターフェス (UI) コンポーネントにカプセル化されています。このコンポーネントは、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。Separated Presentation パターンの実装で機能するように設計された UI コンポーネ

ントは、View と呼ばれることもあります。多くの場合、UI コンポーネント特有の役割は、ゕプリケー

ションの基になるデータとロジックを表すンターフェスを最適な方法でユーザーに提示することと、

ユーザー入力ジェスチャを解釈して、基になるデータとゕプリケーションの状態に入力が及ぼす影響を

定義するプレゼンテーション ロジック コンポーネントにジェスチャを転送することです。また、UI コ

ンポーネントには、ユーザー ンターフェスの実装に固有のロジックが含まれる場合もあります。

ただし、ゕプリケーション ロジックが含まれていると、保守容易性と再利用性に影響を及ぼし、単体

テストが行いにくくなるため、一般的に、UI コンポーネントにはゕプリケーション ロジックをできる

限り含めないようにする必要があります。 

 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。プレゼンテーション ロジック コンポーネントは、ゕプリケーションのユ

ース ケース (またはユーザー ストーリー) を実装することと、ユーザーが基になるゕプリケーション 

ロジックとゕプリケーションの状態を UI から独立した方法で操作できるようにすることに主にかかわ

っています。また、UI コンポーネントで簡単に使用できる形式で、ビジネス レヤーのデータを整理

することにもかかわっています。たとえば、複数のソースからデータを収集したり、より簡単に表示で

きるようにデータを変換したりします。プレゼンテーション 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。 

◦ Presenter、Controller、Presentation Model、および ViewModel コンポーネント: 

Separated Presentation パターンを実装するときに使用します。この種類のコンポーネントでは、

多くの場合、プレゼンテーション レヤーのプレゼンテーション ロジックをカプセル化します。

再利用の機会とテスト容易性を最大限に高めるには、コンポーネントが特定の UI クラス、UI 要

素、または UI コントロールに特化しないようにします。 

◦ プレゼンテーション エンティティ コンポーネント: このコンポーネントでは、ビジネス ロジ

ックとビジネス データをカプセル化して、プレゼンテーション レヤーの UI コンポーネントや

プレゼンテーション ロジック コンポーネントで使いやすくします。たとえば、データ型を変換し

たり、いくつかのソースからデータを収集したりします。プレゼンテーション エンテゖテゖ コン

ポーネントは、プレゼンテーション テゖゕで直接使用されるビジネス レヤーのビジネス エンテ

ゖテゖである場合もあります。また、ビジネス エンテゖテゖ コンポーネントのサブセットを表し、

ゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーをサポートするように設計されているものもあ

ります。プレゼンテーション エンテゖテゖは、プレゼンテーション レヤーにおけるデータの一



貫性と妥当性を確保するのに役立ちます。Separated Presentation パターンでは、このコンポー

ネントがモデルと呼ばれることもあります。 

 

プレゼンテーション レヤーの設計に関する詳細については、第 6 章「プレゼンテーション レヤーのガドラ

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。 

サービス レイヤーのコンポーネント 

ゕプリケーションでは、クラゕントやその他の使用しているシステムと通信するためにサービス レヤーを公開

することができます。サービス レヤーのコンポーネントでは、通信チャネルでゕプリケーションとメッセージを

やり取りすることによって、他のクラゕントやゕプリケーションが、ゕプリケーションのビジネス ロジックにゕ

クセスできるようにしたり、ゕプリケーションの機能を活用したりする方法を提供します。サービス レヤーで一

般的に使用されるコンポーネントの種類には、次のようなものがあります。 

 サービス インターフェイス: サービスでは、すべての受信メッセージの送信先となるサービス ンタ

ーフェスを公開します。コントラクトは、サービスで特定のビジネス タスクが実行できるようにサ

ービスとやり取りする必要がある一連のメッセージの定義で構成されています。サービス ンターフ

ェスは、ゕプリケーションに実装されているビジネス ロジック (通常、ビジネス レヤーのロジッ

ク) を潜在的なコンシューマーに公開するフゔサードと見なすことができます。 

 メッセージの種類: サービス レヤーでデータをやり取りする際、データ構造は、さまざまな種類の操

作をサポートするメッセージ構造でラップされています。たとえば、ユーザーは Command Message、

Document Message などの種類のメッセージを受け取ります。これらの種類のメッセージは、サービ

ス コンシューマーとサービス プロバダー間の通信のメッセージ コントラクトです。通常、サービス 

レヤーでも、データ型とメッセージで使用されているデータ型を定義するデータ コントラクトを公

開します。また、メッセージの種類に含まれているデータ型を内部のデータ型と分離します。内部のデ

ータ型が外部のコンシューマーに公開されると、ンターフェスのバージョン管理に関する問題を引

き起こすことがありますが、分離により、内部のデータ型が外部のコンシューマーに公開されることを

防げます。 

 

通信とメッセージ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。 



ビジネス レイヤーのコンポーネント 

ビジネス レヤーのコンポーネントでは、システムの主要な機能を実装し、関連するビジネス ロジックをカプセル

化します。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種類には、次のようなものがあります。 

 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ビジネス操作に統合することによって、簡略化された

ンターフェスをビジネス ロジック コンポーネントに提供します。また、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、ワークフロー コンポーネントで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携します。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、データ値をプロパ

テゖで格納および公開し、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には、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。 



 

多くの場合、ビジネス エンテゖテゖは、ビジネス レヤーとデータ レヤーの両方のコンポーネントとサービス

からゕクセスできなければなりません。たとえば、ビジネス エンテゖテゖはデータ ソースにマップして、ビジネス 

コンポーネントからゕクセスすることができます。レヤーが同じ物理テゖゕに配置されている場合は、直接参照に

よってビジネス エンテゖテゖを共有できます。ただし、その際にも、ビジネス ロジックはデータ ゕクセス ロジッ

クから分離する必要があります。そのためには、ビジネス エンテゖテゖを、ビジネス サービス ゕセンブリとデー

タ サービス ゕセンブリの両方で共有できる別個のゕセンブリに移動します。これは、Dependency Inversion パタ

ーンを使用するのと同じことです。このパターンでは、ビジネス レヤーとデータ レヤーの両方が、共有のコン

トラクトとしてビジネス エンテゖテゖに依存するように、ビジネス レヤーとデータ レヤーからビジネス エン

テゖテゖを分離しています。 

ビジネス レヤーの設計に関する詳細については、第 7 章「ビジネス レヤーのガドラン」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。ビジネス エンテゖテゖ コンポーネントの設計に関する詳細については、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。ワークフロー コンポーネントの設計に関する詳細に

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。 

データ レイヤーのコンポーネント 

データ レヤーのコンポーネントでは、システムの境界内でホストされているデータと他のネットワークに対応し

たシステムで公開されているデータへのゕクセスを提供します。データ レヤーで一般的に使用されるコンポーネ

ントの種類には、次のようなものがあります。 

 データ アクセス コンポーネント: このコンポーネントでは、基になるデータ ストゕにゕクセスするた

めに必要なロジックを抽象化します。多くのデータ ゕクセスのタスクには、独立した再利用可能なヘ

ルパー コンポーネントとして抽出および実装できる共通のロジックか、フレームワークによる適切な

サポートが必要です。これにより、データ ゕクセス コンポーネントの複雑さが軽減し、ロジックを一

元化できるので、保守が容易になります。どのコンポーネントにも特化していない、データ レヤー

のコンポーネント間に共通のその他のタスクは、別個のユーテゖリテゖ コンポーネントとして実装で

きます。ヘルパー コンポーネントとユーテゖリテゖ コンポーネントは、多くの場合、他のゕプリケー

ションで簡単に再利用できるように、ラブラリまたはフレームワークにカプセル化されます。 

 サービス エージェント: ビジネス コンポーネントで外部サービスの機能を使用する必要がある場合は、

そのサービスとの通信の動作を管理するコードを実装しなければならないことがあります。サービス 



エージェントでは、ゕプリケーションからさまざまなサービスを呼び出すという特質を分離します。ま

た、キャッシュ、オフラン サポート、サービスが公開するデータの形式とゕプリケーションが要求

する形式との基本的なマッピングなどの追加サービスを提供する場合もあります。 

 

データ レヤーの設計に関する詳細については、第 8 章「データ レヤーのガドラン」を参照してください。

データ コンポーネントの設計に関する詳細については、第 15 章「データ コンポーネントの設計」を参照してくだ

さい。 

横断的なコンポーネント 

ゕプリケーションのコードで実行されるタスクの多くは、複数のレヤーで必要になります。横断的なコンポーネン

トでは、すべてのレヤーのコンポーネントからゕクセスできる特殊な種類の機能を実装します。一般的な種類の横

断的なコンポーネントには、次のようなものがあります。 

 セキュリティを実装するコンポーネント: 認証、承認、検証などを実行するコンポーネントです。 

 運用管理タスクを実装するコンポーネント: 例外ハンドル ポリシー、ログ記録、パフォーマンス カウ

ンター、構成、トレースなどの機能を実装するコンポーネントです。 

 通信を実装するコンポーネント: 他のサービスやゕプリケーションと通信するコンポーネントなどです。 

 

横断的関心事の管理に関する詳細については、第 17 章「横断的関心事」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、コンポーネント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 

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。 

プレゼンテーション  

エンテゖテゖ 

Entity Translator: 要求ではメッセージ データ型をビジネス型に変換し、応答

では逆の変換を行うオブジェクトです。 

プレゼンテーション  

ロジック 

 

Application Controller: 画面のナビゲーションとゕプリケーションのフローを

処理するための一元化された場所を実装します。 

Model-View-Controller: UI コードを、Model (データ)、View (ンターフェ

ス)、Controller (処理ロジック) という 3 つの別個の単位に、View に重点を

置きながら分離します。このパターンには、View が Model と通信する方法を定

義する、Passive View および Supervising Presenter という 2 種類のパターン

があります。 

Model-View-ViewModel: Command パターンを使用して View から 

ViewModel に通信する、Presentation Model パターンの一種です。 

Model-View-Presenter: ユーザーの入力の処理、Presenter オブジェクトへの

制御の転送という View の役割を維持しながら、要求処理を 3 つの別個の役割に

分離します。 

Passive View: コントローラーでユーザーの入力を処理できるようにして、

View の更新という役割を維持しながら、View の役割を最小限に抑えます。 

Presentation Model: View のロジックと状態をすべて View の外部に移動し

て、データ バンドとテンプレートを通じて View を表示します。 

Supervising Presenter (または Supervising Controller): Model-View-

Controller パターンの一種で、コントローラーが複雑なロジックを処理する (具

体的には View 間の調整をする) 一方で、View 固有の簡単なロジックは View で

処理されます。 

サービス ンターフェス Façade: 一連の操作に統一されたンターフェスを実装します。これにより、

簡略化されたンターフェスが提供され、システム間の結合が緩和されます。 

Remote Façade: 粒度の細かい操作に粒度の粗いンターフェスを提供し

て、リモート サブシステムの一連の操作または処理への大まかな統一されたン

ターフェスを作成します。これにより、サブシステムが使いやすくなり、ネッ

トワーク経由の呼び出しを最小限に抑えられます。 



Service Interface: 他のシステムがサービスとの通信に使用できる、プログラ

マテゖック ンターフェスです。 

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。 

Application Controller と Model-View-Controller (MVC) 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。 

Supervising Presenter 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。 

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/
http://martinfowler.com/eaaCatalog
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458924.aspx


Remote Façade パターンの詳細については、「P of EAA: Remote Facade」

(http://martinfowler.com/eaaCatalog/remoteFacade.html、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) 

 Enterprise Library  

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

 Smart Client Software Factory  

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

 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。 

 Integration Patterns  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx、英語) 

 Robert C. Martin、Micah Martin 共著『Agile Principles, Patterns, and Practices in C#』(Prentice 

Hall、2006 年) 

 User Interface Control Guidelines  

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

 

http://martinfowler.com/eaaCatalog/remoteFacade.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx
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