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プレゼンテーション レイヤーのコンポ

ーネントの設計 

概要 

この章では、プレゼンテーション レイヤーに含まれるユーザー インターフェイス コンポーネントとプレゼンテ

ーション ロジック コンポーネントを設計する際に従う必要がある手順について説明します。プレゼンテーショ

ン レイヤー自体の設計にかかわる段階もあれば、構築するコンポーネントの種類に重点を置いている段階もあ

ります。 

まず、UI の要件を理解し、適切なテクノロジを選択する必要があります。適切なテクノロジを選択したら、プ

レゼンテーション ロジックとデータを UI コントロールにバインドする方法を決定できます。また、UI でのエ

ラー ハンドルと検証に関する要件も理解する必要があります。この章の以降のセクションでは、プレゼンテー

ション レイヤーのコンポーネントを設計する手順について詳しく説明します。 

手順 1 – UI の要件を理解する 

UI の要件を理解することは、UI の種類、および UI の実装に使用するテクノロジとコントロールの種類を判断

するうえで重要です。UI の要件は、アプリケーションでサポートする機能とユーザーの期待値によって決まり

ます。 

最初に、アプリケーションのユーザーを特定し、ユーザーがアプリケーションを使用する際に達成することを期

待する目標とタスクを理解します。タスクや操作の順序には特に注意する必要があります。ユーザーが期待して

いるのは構造化され手順に従って作業するユーザー エクスペリエンスなのか、それとも複数のタスクを同時に

開始できるアドホックな構造化されていないエクスペリエンスなのかを判断します。また、この作業の一環とし

て、ユーザーが必要とする情報と、その期待している形式も判断する必要があります。ユーザーがアプリケーシ

ョンを操作する環境について理解するために、フィールド調査を実施することもできます。また、現在のユーザ



ー エクスペリエンスのレベルを考慮し、これを UI で必要なユーザー エクスペリエンスと比較して、ユーザー 

エクスペリエンスが論理的で直感的なものになるようにします。これらの要素を考慮することで、ユーザー中心

の設計を作成できます。 

テクノロジの選択に大きな影響を与える要因の 1 つが、UI に必要な機能です。豊富な機能やユーザー操作を 

UI で公開する必要があるかどうか、UI が高い応答性を備えている必要があるかどうか、または UI でグラフィ

ックやアニメーションをサポートする必要があるかどうかを特定します。また、ローカリゼーションの観点から、

日付、時刻、通貨などのデータに関して、データ型、形式、およびプレゼンテーション形式の要件についても考

慮します。さらに、ユーザーが実行時にレイアウトやスタイルを変更できるようにするなど、アプリケーション

のパーソナル化に関する要件を特定します。 

UI を直感的で使いやすくするには、インターフェイスのレイアウト方法や構成方法、およびユーザーがアプリ

ケーションの UI を操作する方法を検討します。これは、適切なコントロールと UI テクノロジを選択するのに

役立ちます。サポートする必要がある物理的な表示の要件 (画面のサイズ、解像度など) を理解して、アクセシ

ビリティの要件 (テキストやボタンの拡大、インク入力、その他の特殊機能など) を判断します。関連する情報

を UI のセクションにグループ化する方法、インターフェイスの競合やあいまいさを回避する方法、および重要

な要素を強調する方法を決定します。ナビゲーションのコントロール、検索機能、明確な名前が付けられたセク

ション、サイト マップなどの機能を必要に応じて使用して、ユーザーがアプリケーションで情報をすばやく簡

単に見つけられるようにする方法を特定します。 

手順 2 – 必要な UI の種類を決定する 

UI の要件に基づいて、アプリケーションで使用する UI の種類を決定できます。UI にはさまざまな種類があり、

それぞれの種類に長所と短所があります。複数の種類の UI を使用して UI の要件を満たせると判明することは、

よくあります。また、すべての UI 要件を完全に満たす UI の種類が 1 つもないこともあります。この場合は、

ビジネス ロジックの共有セットに加えて、別の種類の UI を作成することを検討します。たとえば、コール セ

ンター アプリケーションを作成し、このアプリケーションで顧客向けセルフ ヘルプ機能の一部を Web やモバ

イル デバイスで公開する場合があります。 

モバイル アプリケーション: シン クライアント アプリケーションまたはリッチ クライアント アプリケーショ

ンとして開発できます。リッチ クライアント モバイル アプリケーションでは、非接続型のシナリオや不定期に

接続するシナリオをサポートできます。Web またはシン クライアント モバイル アプリケーションでは、接続

型のシナリオだけをサポートします。モバイル アプリケーションの設計時には、デバイスのリソースも制約事

項になることがあります。 

リッチ クライアント アプリケーション: 通常は、さまざまなコントロールを使用してデータを表示するグラフ

ィカル ユーザー インターフェイスを備えた、スタンドアロン アプリケーションまたはネットワーク アプリケ

ーションです。ローカル ユーザーが使用できるようにデスクトップやラップトップ コンピューターに配置され



ます。リッチ クライアント アプリケーションはクライアント コンピューターで実行されるので、非接続型のシ

ナリオと不定期に接続するシナリオに適しています。リッチ クライアント UI が適しているのは、UI で豊富な

機能や豊富なユーザー操作をサポートしたり、非常に動的で応答性の高いユーザー エクスペリエンスを提供し

たりする必要がある場合です。また、アプリケーションが接続型と非接続型の両方のシナリオで動作したり、ク

ライアント コンピューターのローカルのシステム リソースを使用したり、または同じコンピューター上の他の

アプリケーションと統合したりする必要がある場合にも適しています。 

リッチ インターネット アプリケーション (RIA): 通常は、ブラウザー内で実行される機能豊富なグラフィカル 

ユーザー インターフェイスを備えた Web アプリケーションです。一般的に、RIA は接続型のシナリオに使用

します。RIA が適しているのは、UI で応答性の高い動的なユーザー エクスペリエンスをサポートしたりストリ

ーミング メディアを使用する必要がある場合と、UI からさまざまなデバイスやプラットフォームに幅広くアク

セスできる必要がある場合です。RIA ではクライアント コンピューターの処理能力を利用できますが、他のロ

ーカル システム リソース (Web カメラなど) や他のクライアント アプリケーション (Microsoft Office など) 

と簡単にやり取りすることはできません。 

Web アプリケーション: 接続型のシナリオをサポートし、さまざまなオペレーティング システムやプラットフ

ォームで実行している多種多様なブラウザーをサポートできます。Web アプリケーションが適しているのは、

UI が標準に準拠し、最大限に幅広いデバイスとプラットフォームにアクセスでき、接続型のシナリオのみで機

能する必要がある場合です。また、コンテンツが Web 検索エンジンで検索できるアプリケーションにも適して

います。 

コンソール ベースのアプリケーション: 代替テキストのみのユーザー エクスペリエンスが提供され、通常はコ

マンド シェル、PowerShell などのコマンド シェルで実行されます。コンソール ベースのアプリケーションは

管理作業や開発作業に最適な形態なので、レイヤー型アプリケーションの設計に含まれることはほとんどありま

せん。 

手順 3 – UI のテクノロジを選択する  

UI コンポーネントの UI の種類を特定したら、適切なテクノロジを選択する必要があります。一般に、選択す

るテクノロジは、手順 ２ で選択した UI の種類によって異なります。次のセクションでは、UI の種類ごとに適

切なテクノロジの一部を紹介します。 

モバイル クライアントのユーザー インターフェイスは、次のプレゼンテーション テクノロジを使用して実装で

きます。 

 Microsoft .NET Compact Framework: モバイル デバイス専用に設計された Microsoft .NET 

Framework のサブセットです。常時ネットワーク接続が利用できない可能性のあるデバイスで実

行する必要があるモバイル アプリケーションには、このテクノロジを使用します。 



 ASP.NET for Mobile: モバイル デバイス専用に設計された、ASP.NET のサブセットです。

ASP.NET for Mobile アプリケーションは、インターネット インフォメーション サービス (IIS) 

サーバーでホストできます。幅広いデバイスとプラットフォームをサポートする必要があり、常時

ネットワーク接続を利用できるモバイル Web アプリケーションには、このテクノロジを使用しま

す。 

 Silverlight for Mobile: この Silverlight クライアントのサブセットでは、Silverlight プラグイ

ンがモバイル デバイスにインストールされている必要があります。既存の Silverlight アプリケー

ションをモバイル デバイスに移植するために、または他のテクノロジを使用して作成できる UI よ

りも機能が豊富な UI を作成する必要がある場合は、このテクノロジを使用します (現時点ではこ

のテクノロジのリリースは発表されていますが、リリースされていません)。 

 

リッチ クライアントのユーザー インターフェイスは、次のプレゼンテーション テクノロジを使用して実装でき

ます。 

 Windows Presentation Foundation (WPF): WPF アプリケーションでは、より高度なグラフ

ィック機能がサポートされます。たとえば、2D と 3D のグラフィックス、画面解像度への依存か

らの解放、高度なドキュメントと文字体裁のサポート、タイムラインを含むアニメーション、スト

リーミング配信されるオーディオとビデオ、ベクター ベースのグラフィックなどです。WPF では、

Extensible Application Markup Language (XAML) を使用して、UI、データ バインド、および

イベントを定義します。WPF には、高度なデータ バインド機能とテンプレート機能も用意されて

います。WPF アプリケーションでは、UI の視覚的要素と基になる制御ロジックが分離しているの

で、開発者とデザイナーの連携をサポートします。開発者はビジネス ロジックに集中して、デザイ

ナーは外観に集中できるようになります。リッチ メディア ベースの対話型ユーザー インターフェ

イスを作成する場合は、このテクノロジを使用します。 

 Windows フォーム: Windows Forms は、.NET Framework 1.0 から同梱されており、基幹業

務スタイルのアプリケーションに最適です。Windows Presentation Foundation (WPF) を使用で

きる場合でも、Windows フォームの技術的専門知識があるときまたはアプリケーションのリッチ 

メディアや操作の要件が特にないときは、Windows フォームは UI 設計に最適です。 

 WPF ユーザー コントロールを使用する Windows フォーム: WPF コントロールで提供される、

より強力な UI 機能を使用できるようになります。WPF を既存の Windows フォーム アプリケー

ションに追加したり、場合によっては、徐々に完全な WPF 実装を適用する手段として追加するこ

ともできます。この手法を使用して、リッチ メディアと対話の機能を既存のアプリケーションに追

加します。ただし、WPF コントロールが最適な状態で動作するには、高性能なクライアント コン

ピューターが必要になる場合が多いことに注意してください。 



 Windows フォーム ユーザー コントロールを使用する WPF: WPF では提供されない機能を備え

た Windows フォーム コントロールによって、WPF を補完できるようになります。

WindowsFormsIntegration アセンブリで提供される WindowsFormsHost コントロールを使用

して、UI に Windows フォーム コントロールを追加できます。Windows フォーム コントロール

を WPF の UI で使用する必要がある場合は、この手法を使用します。ただし、重複するコントロ

ール、インターフェイスのフォーカス、およびさまざまなテクノロジで使用されるレンダリング技

法に関する制約と問題があることに注意してください。 

 WPF を使用する XAML ブラウザー アプリケーション (XBAP): このテクノロジでは、Windows 

で実行されている Microsoft Internet Explorer または Mozilla Firefox で、サンドボックス化され

た WPF アプリケーションをホストします。Silverlight とは異なり、完全な WPF フレームワーク

を活用できますが、部分的に信頼されたサンドボックスからシステム リソースへのアクセスはいく

らか制限されています。XBAP では、クライアント デスクトップに Windows Vista がインストー

ルされているか、.NET Framework 3.5 と XBAP ブラウザー プラグインの両方がインストールさ

れている必要があります。XBAP が適しているのは、Web に配置する既存の WPF アプリケーショ

ンがある場合、または Silverlight では使用できない WPF の豊富な視覚表現と UI の機能を活用す

る場合です。 

 

リッチ インターネット アプリケーションのユーザー インターフェイスは、次のプレゼンテーション テクノロ

ジを使用して実装できます。 

 Silverlight: さまざまなプラットフォームやブラウザーで動作する、ブラウザー用に最適化された 

WPF のサブセットです。XBAP に比べて Silverlight は軽量で、短時間でインストールできます。

Silverlight は、リソースの使用量が少なく、さまざまなプラットフォームでサポートされるので、

高品質な WPF グラフィックのサポートが不要なグラフィカル アプリケーションや、アプリケーシ

ョンをクライアントにインストールする必要がないグラフィカル アプリケーションに適しています。 

 AJAX を使用する Silverlight: Silverlight では、Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) が

ネイティブにサポートされ、そのオブジェクト モデルが Web ページに含まれる JavaScript に公

開されています。この機能を使用すると、Web ページのコンポーネントと Silverlight アプリケー

ションの間で通信できるようになります。 

 

Web アプリケーションのユーザー インターフェイスは、次のプレゼンテーション テクノロジを使用して実装

できます。 

 ASP.NET の Web フォーム: これは、.NET Web アプリケーション向けの UI を設計および実装

する基本的なテクノロジです。ASP.NET の Web フォーム アプリケーションは Web サーバーに



のみインストールする必要があり、クライアント デスクトップにコンポーネントをインストールす

る必要はありません。このセクションで説明している AJAX、Silverlight、MVC、または Dynamic 

Data の追加機能を必要としない Web アプリケーションには、このテクノロジを使用します。 

 AJAX を使用する ASP.NET の Web フォーム: サーバーとクライアント間の要求を非同期に処理

して応答性を向上し、より優れたユーザー エクスペリエンスを提供し、サーバーへのポスト バッ

ク数を削減するには、AJAX と ASP.NET の Web フォームを併用します。AJAX は、.NET 

Framework 3.5 以降で ASP.NET に不可欠な要素です。 

 Silverlight を使用する ASP.NET の Web フォーム: 既存の ASP.NET アプリケーションがあれ

ば、Silverlight コントロールを使用して豊富な視覚表現と UI の機能を備えたユーザー エクスペリ

エンスを提供して、Silverlight アプリケーションをゼロから作成することを回避できます。これは、

Silverlight のリッチ メディア コンテンツを既存の Web アプリケーションに追加するのに適した

手法です。Silverlight コントロールとそのコンテナーである Web ページの間では、JavaScript を

使用してクライアント上で通信できます。 

 ASP.NET の MVC: このテクノロジを使用すると、ASP.NET を使用して Model-View-Controller 

(MVC) パターンに基づくアプリケーションを構築できます。テスト駆動開発をサポートし、UI 処

理と UI レンダリングの間における懸念事項を明確に分離する必要がある場合は、このテクノロジ

を使用します。この手法を使用すると、整った HTML を作成して、プレゼンテーション情報とロ

ジック コードが混在しないようにすることができます。 

 ASP.NET の Dynamic Data: このテクノロジを使用すると、統合言語クエリ (LINQ) to Entities 

データ モデルを利用するデータ ドリブン ASP.NET アプリケーションを作成できます。基幹業務 

(LOB) スタイルの、単純なスキャフォールディングに基づくデータ ドリブン アプリケーションの

迅速な開発モデルが必要な場合は、ASP.NET の Dynamic Data が適しています。 

 

コンソール ベースのユーザー インターフェイスは、次のプレゼンテーション テクノロジを使用して実装できま

す。 

 コンソール アプリケーション: コマンド シェルから実行でき、標準的な出力コンソールとエラー 

コンソールに出力を生成できるテキストのみのアプリケーションです。このようなアプリケーショ

ンは、多くの場合、呼び出し時のすべての入力を受け取って無人で実行するよう構築されています。 

 PowerShell コマンドレット: PowerShell は、システムとアプリケーションの管理作業を包括的

に制御して自動化するための、コマンド ライン シェル兼スクリプト環境です。コマンドレットは、

PowerShell 言語といっそう緊密に統合されたエクスペリエンスが提供されるアプリケーション固

有の PowerShell 環境の拡張機能です。 

 



ここまでのセクションで説明した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。 

手順 4 – プレゼンテーション レイヤーのコンポーネントを設計する 

UI に適した実装テクノロジを選択したら、次は UI コンポーネントとプレゼンテーション ロジック コンポーネ

ントを設計します。プレゼンテーション レイヤーでは、次の種類のコンポーネントを使用できます。 

 ユーザー インターフェイス コンポーネント 

 プレゼンテーション ロジック コンポーネント 

 Presentation Model コンポーネント 

 

これらのコンポーネントでは、プレゼンテーション レイヤーにおける懸念事項の分離をサポートします。また、

多くの場合はこれらのコンポーネントを使用して、UI 処理を Model、View、および Controller/Presenter の 

3 つの異なる役割に分割することで MVP (Model-View-Presenter)、MVC (Model-View-Controller) などの 

Separated Presentation パターンを実装します。プレゼンテーション レイヤーの懸念事項をこのように分離す

ると、保守容易性とテスト容易性が向上し、再利用の機会が拡大します。Dependency Injection などの抽象パ

ターンを使用することでも、プレゼンテーション ロジックを簡単にテストできるようになります。 

コンポーネントの設計に関する一般的な考慮事項とアプリケーションのすべてのレイヤーで一般的に使用するコ

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イドライン」を参照してください。 

ユーザー インターフェイス コンポーネント 

UI 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アプリケーショ

ンの視覚的要素です。Separated Presentation パターンでは、一般に View と呼ばれます。UI コンポーネン

トを設計する際には、次のガイドラインを考慮します。 

 ページやウィンドウを独立したユーザー コントロールに分割して、ユーザー コントロールがなる

べく複雑にならないようにし、再利用できるようにすることを検討します。適切な UI コンポーネ

ントを選択し、UI で使用するコントロールのデータ バインド機能を利用します。 

 ユーザー コントロールやページの継承階層を回避して、コードを再利用できるようにします。継承

よりも構成を優先し、再利用可能なプレゼンテーション ロジック コンポーネントを作成すること

を検討します。 

 特殊な表示やデータの収集で必要にならない限り、カスタム コントロールを作成しないようにしま

す。標準的なコントロールでは UI 要件を満たすことができない場合は、独自のカスタム コントロ



ールの作成を決断する前に、コントロールのツールキットを購入することを検討します。カスタム 

コントロールを作成する必要がある場合は、できる限り、新しいコントロールを作成せずに既存の

コントロールを拡張します。既存のコントロールを拡張する際には、既存のコントロールを継承す

るのではなく、動作をコントロールにアタッチすることを検討します。また、開発者がカスタム コ

ントロールを簡単に使用できるように、デザイナーにカスタム コントロールのサポートを実装する

ことを検討します。 

 

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 コンポーネントでは、視覚表現以外のユーザー インターフェイスの側面を処理し

ます。この処理には、多くの場合、検証、ユーザー操作への応答、UI コンポーネント間の通信、およびユーザ

ー操作のオーケストレーションが含まれます。プレゼンテーション ロジック コンポーネントは、必ずしも必要

なものではありません。プレゼンテーション レイヤーで UI コンポーネントから分離する必要がある大規模な

処理を実行する場合か、プレゼンテーション ロジックの単体テストの機会を拡大する必要がある場合にのみ、

プレゼンテーション ロジック コンポーネントを作成します。プレゼンテーション ロジック コンポーネントを

設計する際には、次のガイドラインを考慮します。 

 UI で複雑な処理を実行したり、他のレイヤーと通信したりする必要がある場合は、プレゼンテー

ション ロジック コンポーネントを使用して、この処理を UI コンポーネントから分離することを

検討します。 

 プレゼンテーション ロジック コンポーネントを使用して、UI に関連する (ただしその UI 固有で

はない) 状態を格納します。入力とデータ検証以外のビジネス ロジックおよびビジネス ルールは、

プレゼンテーション ロジック コンポーネントに実装しないようにします。また、レンダリング ロ

ジックや UI 固有のロジックもプレゼンテーション ロジック コンポーネントに実装しないように

します。 

 プレゼンテーション ロジック コンポーネントを使用して、アプリケーションが障害やエラーから

回復した後にユーザー インターフェイスで一貫性のある状態が保たれるようにします。 

 UI で複雑なワークフローをサポートする必要がある場合は、ワークフロー システム (Windows 

Workflow Foundation など) またはアプリケーションのビジネス レイヤーのカスタム メカニズム

を使用する個別のワークフロー コンポーネントを作成することを検討します。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。 

 



Presentation Model コンポーネント 

Presentation Model コンポーネントでは、プレゼンテーション レイヤーの UI コンポーネントとプレゼンテー

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 レイヤーのデータを表します。一般に、こ

のコンポーネントはデータを表すので、そのデータを収集するために、データ アクセス コンポーネントや場合

によってはビジネス レイヤーのコンポーネントを使用します。このコンポーネントでビジネス ロジックをカプ

セル化している場合、通常、このコンポーネントはプレゼンテーション エンティティと呼ばれます。

Presentation Model コンポーネントでは、たとえば、複数のソースからのデータの集計、より簡単に表示する

ためのデータ転送、および検証ロジックの実装を行ったり、プレゼンテーション レイヤー内のビジネス ロジッ

クと状態を表せるようにしたりします。これらのコンポーネントは、一般に MVP、MVC などの Separated 

Presentation パターンを実装するのに使用します。Presentation Model コンポーネントを設計する際には、次

のガイドラインを考慮します。 

 Presentation Model コンポーネントが必要かどうかを判断します。通常、表示するデータや形式

がプレゼンテーション レイヤーに固有の場合や、MVP、MVC などの Separated Presentation パ

ターンを使用している場合は、プレゼンテーション レイヤーで、このコンポーネントを使用するこ

とがあります。 

 データバインドされたコントロールを操作している場合は、UI コントロールに簡単にバインドで

きる適切な Presentation Model コンポーネントを設計または選択します。カスタムのオブジェク

ト、コレクション、またはデータ セットを Presentation Model コンポーネントの形式として使用

する場合は、これらのものにデータ バインドをサポートする適切なインターフェイスとイベントが

実装されていることを確認します。 

 プレゼンテーション レイヤーでデータ検証を実行する場合は、検証用コードを Presentation 

Model コンポーネントに追加することを検討します。ただし、一元化された監視用コードやコード 

ライブラリを利用できる方法についても検討します。 

 データがネットワーク経由で渡される場合やクライアント上のディスクに保存される場合は、

Presentation Model コンポーネントに渡すデータのシリアル化に関する要件を考慮します。 

 

また、Presentation Model コンポーネントとプレゼンテーション エンティティに適したデータ型を選択する必

要があります。選択するデータ型は、アプリケーションの要件によって決定され、インフラストラクチャと開発

技能による制約を受けます。まず、プレゼンテーション レイヤーのデータの形式を選択して、コンポーネント

でビジネス ロジックと状態のカプセル化も実行するかどうかを決定する必要があります。次に、ユーザー イン

ターフェイスでデータを表現する方法を決定する必要があります。プレゼンテーション レイヤーのデータに使

用する一般的なデータ形式は、次のとおりです。 



 カスタム クラス: ビジネス エンティティに直接マップする複雑なオブジェクトとしてデータを表

現する場合は、カスタム クラスを使用します。たとえば、注文データを表すカスタムの Order オ

ブジェクトを作成できます。また、カスタム クラスを使用して、ビジネス ロジックと状態のカプ

セル化、プレゼンテーション レイヤーの検証、およびカスタム プロパティの実装を行うこともで

きます。 

 配列とコレクション: ある特定の 1 列の値を使用するリスト ボックス、ドロップダウン ボックス

などのコントロールにデータをバインドする場合は、配列またはコレクションを使用します。 

 DataSet と DataTable: グリッド、リスト ボックス、ドロップダウン リストなど、データバイ

ンドされたコントロールで単一のテーブルに基づいたデータを操作する場合は、DataSet または 

DataTable を使用します。 

 TypedDataset: データベースの変更による矛盾を避けるためにビジネス エンティティとの密結

合が必要な場合は、TypedDataSet を使用します。 

 XML: この形式が便利なのは、Web クライアントを操作する場合です。Web クライアントでは、

データを Web ページに埋め込んだり、Web サービスや HTTP 要求経由で取得したりすることが

できます。ツリー ビューやグリッドなどのコントロールを使用する場合は、XML が適しています。

XML は、保存、シリアル化、および通信チャネル経由でのやり取りも簡単です。 

 DataReader: 常時ネットワーク接続が利用できる状態で、読み取り専用かつ順方向専用でデータ

にアクセスする場合は、DataReader を使用してデータを取得します。DataReader では、データ

ベースのデータを順次処理したり、大量のデータを取得したりする効果的な方法が提供されます。

ただし、ロジックがデータベースのスキーマに非常に緊密に結び付けられるので、通常はお勧めし

ません。 

 

プレゼンテーション エンティティ 

Presentation Model コンポーネントでは、可能な限り、ビジネス レイヤーのデータと、ビジネス ロジックお

よび動作の両方をカプセル化する必要があります。このようにすると、プレゼンテーション レイヤーにおける

データの一貫性と妥当性を確保して、ユーザー エクスペリエンスを向上できます。 

Presentation Model コンポーネントがビジネス レイヤーのビジネス エンティティになり、プレゼンテーショ

ン レイヤーで直接使用されることがあります。また、Presentation Model コンポーネントがビジネス エンテ

ィティ コンポーネントのサブセットを表し、アプリケーションのプレゼンテーション レイヤーをサポートする

よう明確に設計されている場合もあります。たとえば、データを UI コンポーネントやプレゼンテーション ロ

ジック コンポーネントでより簡単に使用できる形式でコンポーネントに格納できます。このようなコンポーネ

ントは、プレゼンテーション エンティティと呼ばれることがあります。 

リッチ クライアント アプリケーションでは一般的なシナリオですが、ビジネス レイヤーとプレゼンテーション 

レイヤーの両方がクライアント上にある場合、通常はビジネス エンティティをビジネス レイヤーから直接使用



します。しかし、ビジネス レイヤーで公開されているビジネス エンティティの形式や動作と異なる方法でビジ

ネス データを格納または操作する必要がある場合は、プレゼンテーション エンティティの使用を検討すること

があります。 

ビジネス レイヤーがプレゼンテーション レイヤーとは別のティアに存在する場合、プレゼンテーション ティア

でビジネス エンティティを使用できます。そのためには、ネットワーク経由でデータ転送オブジェクトを使用

してデータをシリアル化し、プレゼンテーション ティアでビジネス エンティティのインスタンスとして復元し

ます。また、必要な形式と動作がビジネス エンティティの形式と動作と異なる場合は、データをプレゼンテー

ション エンティティとして復元できます。図 1 に、このシナリオを示します。 

 

図 1  

プレゼンテーション レイヤーとビジネス レイヤーが別の物理ティアに存在する場合に 

役立つことがある Presentation Model コンポーネントとプレゼンテーション エンティティ 

手順 5 – バインドの要件を決定する 

データ バインドでは、ユーザー インターフェイスのコントロールと、アプリケーションのデータ コンポーネン

トやロジック コンポーネントとの間にリンクを作成する方法を提供します。データ バインドを使用すると、デ

ータベースのデータを配列やコレクションなど他の構造のデータと同様に表示および操作できます。データ バ



インドは、バインディング ターゲット (通常はユーザー インターフェイス コントロール) とバインディング ソ

ース (通常はデータ構造コンポーネント、モデル コンポーネント、またはプレゼンテーション ロジック コンポ

ーネント) の間の橋渡しの役割を果たします。 

 

図 2  

データ バインドで使用するオブジェクト 

図 2 に示すように、通常、データ バインドには 4 つの要素があります。これらの要素が連携することで、バイ

ンディング ソースで公開されている値でバインドされたコントロールのプロパティが更新されます。データバ

インドされたコントロールとは、オブジェクトのコレクションにバインドされた DataGrid コントロールなど、

データ ソースにバインドされたコントロールです。データ バインドは、Separated Presentation パターンで

よく使用され、UI コンポーネント (View) を Presenter や Controller (プレゼンテーション ロジック コンポ

ーネント) にバインドしたり、Presentation Layer Model コンポーネントやエンティティ コンポーネントにバ

インドしたりします。 

データ バインドのサポートとその実装は、UI テクノロジによって異なります。一般的に、ほとんどの UI テク

ノロジでは、コントロールをオブジェクトやオブジェクトの一覧にバインドできます。ただし、データ バイン

ド テクノロジによっては、データ バインドを完全にサポートするために特定のインターフェイスやイベントを

データ ソースに実装する必要があります。たとえば、WPF では INotifyPropertyChanged を実装する必要が

あり、Windows フォームでは IBindingList を実装する必要があります。Separated Presentation パターンを

使用している場合は、プレゼンテーション ロジック コンポーネントとデータ コンポーネントで、UI コントロ

ールを簡単にコンポーネントにデータバインドするために必要なインターフェイスやイベントがサポートされる

ようにする必要があります。 

通常、使用できるバインドの一般的な種類は次の 2 つです。 

 一方向バインド: バインド元プロパティが変更されると自動的にバインド先プロパティが更新され

ますが、バインド先プロパティが変更されてもバインド元プロパティには変更が反映されません。

バインドされるコントロールが暗黙的に読み取り専用の場合は、この種類のバインドが適していま

す。たとえば、株価情報は一方向バインドです。バインド先プロパティの変更を監視する必要がな

い場合は、一方向バインドを使用すると不要なオーバーヘッドを回避できます。 

 両方向のバインド: バインド元プロパティとバインド先プロパティのいずれかが変更されると、も

う一方が自動的に更新されます。編集可能なフォームなど、完全な対話型の UI のシナリオには、



この種類のバインドが適しています。Windows フォーム、ASP.NET、および WPF の多くの編集

可能なコントロールでは両方向のバインドがサポートされているので、データ ソースと UI コント

ロールの変更が双方に反映されます。 

 

手順 6 – エラー ハンドルの方針を決定する 

UI コンポーネントはアプリケーションの外部境界なので、アプリケーションの安定性を最大限に高め、優れた

ユーザー エクスペリエンスを提供するには、適切なエラー ハンドルの方針を設計する必要があります。エラー 

ハンドルの方針を設計する際には、次のオプションを考慮します。 

 一元化された例外ハンドルの方針を設計する: 例外とエラー ハンドルは横断的関心事なので、機能

を一元化する別個のコンポーネントを使用して実装し、アプリケーションのさまざまなレイヤーか

ら機能にアクセスできるようにする必要があります。また、このようにすると保守が容易になり、

再利用性が高まります。 

 例外をログに記録する: システムの境界でエラーをログに記録して、アプリケーションを使用する

組織がエラーを検出して診断できるようにすることは、不可欠です。これはプレゼンテーション レ

イヤーのコンポーネントにおいて重要ですが、クライアント コンピューターで実行するコードで実

現するのは困難な場合があります。個人を特定できる情報 (PII) やセキュリティに関する情報をロ

グに記録する方法に注意し、ログのサイズと場所にも留意してください。 

 わかりやすいメッセージを表示する: この方針では、エラーの理由を示して、ユーザーがエラーを

修正する方法を説明する、わかりやすいメッセージを表示します。たとえば、データ検証のエラー

では、エラーが発生しているデータとデータが無効な理由がはっきりわかるようにする必要があり

ます。メッセージでは、ユーザーがデータを修正したり有効なデータを入力したりする方法を示す

こともできます。 

 再試行できるようにする: この方針では、エラーの理由を説明してユーザーに操作の再試行を求め

る、わかりやすいメッセージを表示します。この方針は、リソースが使用できない場合やネットワ

ークのタイムアウトなど、一時的で例外的な状況によってエラーが発生した場合に役立ちます。 

 汎用的なメッセージを表示する: アプリケーションで予期しない例外が発生した場合は、エラーの

詳細をログ記録する必要がありますが、ユーザーに表示するのは汎用的なメッセージのみにする必

要があります。サポート グループに連絡する際に伝えられるように一意のエラー コードをユーザ

ーに提示することを検討します。この方針は、予期しない例外に対処する際に役立ちます。一般的

に、データの破損やセキュリティ リスクを防止するために、予期しない例外が発生した場合にはア

プリケーションを終了することをお勧めします。 

 



例外ハンドルの技法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。Enterprise 

Library (例外ハンドルの方針を実装するために役立つ機能が付属) の詳細については、付録 F「patterns & 

practices の Enterprise Library」を参照してください。 

手順 7 - 検証の方針を決定する 

入力の検証に関する効果的な方針を設計すると、不要で悪意のあるデータをフィルター処理して、アプリケーシ

ョンを脆弱性から保護できます。通常、入力の検証はプレゼンテーション レイヤーで実行され、ビジネス ルー

ルの検証はビジネス レイヤーのコンポーネントで実行される必要があります。検証の方針を設計する際には、

まず検証が必要なすべてのデータ入力を特定します。たとえば、Web クライアントからの、フォームのフィー

ルド、パラメーター (GET と POST データ、クエリ文字列など)、非表示フィールド、およびビュー ステート

への入力は、すべて検証する必要があります。一般に、信頼されない入力元から渡されたすべてのデータは、検

証する必要があります。 

クライアント側コンポーネントとサーバー側コンポーネントの両方を備えたアプリケーション (RIA、アプリケ

ーション サーバーのサービスを呼び出すリッチ クライアント アプリケーションなど) の場合、クライアントで

実行するすべての検証に加えて、サーバーで検証を実行する必要があります。ただし、ユーザビリティとパフォ

ーマンス上の理由から、検証の一部をクライアントで重複して実行できます。クライアントで検証を実行すると、

ユーザーが無効なデータを入力した場合にすぐに通知できるので便利です。このため時間と帯域幅を節約できま

すが、悪意のある攻撃者は、クライアントに実装されている検証をバイパスする可能性がある点に注意してくだ

さい。 

検証するデータを特定したら、各データについて検証の技法を決定します。最も一般的な検証の技法は次のとお

りです。 

 既知の適切な値の受け入れ (許可リスト、肯定的検証): 一致条件を満たすデータのみを受け入れ、

他のすべての値を拒否します。 

 既知の不適切な値の拒否 (禁止リスト、否定的検証): 既知の文字や値が含まれないデータを受け入

れます。 

 一部削除: 入力を安全にするために、既知の不適切な文字や値を削除または変換します。 

 

一般的に、拒否する必要がある無効または悪意のあると思われる値をすべて特定しようとするのではなく、既知

の適切な値のみを受け付ける (許可リストを使用する) ことをお勧めします。既知の適切な値の完全な一覧を定

義できない場合は、二次的な防御策として、既知の不適切な値の部分的な一覧と一部削除、またはその両方を使

用して検証を補完できます。 



各プレゼンテーション テクノロジでは、異なる手法を使用して検証し、検証の問題をユーザーにレポートしま

す。たとえば、WPF ではコンバーターと検証規則オブジェクト (多くの場合は、XAML を使用して接続されま

す) が使用され、Windows フォームでは検証とバインドのイベントが提供されます。 

検証の技法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。Enterprise Library (サ

ーバー側とクライアント側の両方のオブジェクトとデータの検証に役立つ機能が付属) については、付録 F

「patterns & practices の Enterprise Library」を参照してください。 

patterns & practices のサービス 

マイクロソフトの 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 for WPF (デスクトップと Silverlight の両方を対

象): モジュール形式のアプリケーションの作成を簡略化します。詳細については、「Composite 

Client Application Guidance」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx、

英語) を参照してください。 

 Enterprise Library: 横断的関心事に対処する一連のアプリケーション ブロックを提供していま

す。詳細については、「Enterprise Library」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/cc467894.aspx、英語) を参照してください。 

 ソフトウェア ファクトリ: スマート クライアント、WPF アプリケーション、Web サービスなど、

特定の種類のアプリケーションを迅速に開発できます。詳細については、「patterns & practices: 

Catalog by Application Type」(http://msdn.microsoft.com/en-us/practices/bb969054.aspx、

英語) を参照してください。 

 Unity Application Block (エンタープライズ シナリオと Silverlight シナリオの両方を対象): 依

存関係の挿入、サービスの場所、および制御の反転を実装する機能を提供します。詳細については、

「Unity Application Block」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx、英

語) を参照してください。 

 

関連情報 

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

ン版の参考文献を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/practices/bb969054.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx
http://www.microsoft.com/architectureguide


 Web クライアントの設計と実装に関するガイドライン  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978618.aspx) 

 データ バインディングの概要  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms752347.aspx) 

 例外のデザインのガイドライン  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms229014(VS.80).aspx) 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978618.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms752347.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms229014(VS.80).aspx

