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ビジネス レヤーのコンポーネントの

設計 

概要 

ビジネス レヤーのコンポーネントの設計は重要なタスクです。この設計を適切に行わないと、管理や拡張が

困難なコードになる可能性があります。ゕプリケーションを設計および実装する際に使用できるビジネス レ

ヤーのコンポーネントには、複数の種類があります。このようなコンポーネントには、ビジネス ロジック コン

ポーネント、ビジネス エンテゖテゖ、ビジネス プロセス コンポーネントやビジネス ワークフロー コンポーネ

ント、ユーテゖリテゖ コンポーネントやヘルパー コンポーネントなどがあります。この章では、まず、ゕプリ

ケーションの設計で一般的に使用される、さまざまな種類のビジネス コンポーネントについて概説します。そ

の中でも特に、ビジネス ロジック コンポーネントに主眼を置きます。また、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、採用する設計にどのような影響を及ぼすかについて

も取り上げます。要件を理解したら、その要件をサポートする設計パターンに重点を置いて説明します。 

手順 1 - アプリケーションで使用するビジネス コンポーネントを特定

する 

ビジネス レヤーにはさまざまな種類のコンポーネントがあり、これを作成または使用してビジネス ロジック

を処理する必要があります。この手順では、これらのコンポーネントを特定する方法を理解して、ゕプリケーシ

ョンに必要なコンポーネントを特定することを目的としています。必要なコンポーネントの種類を判断するには、

次のガドランを参考にしてください。 

 ビジネス ロジックとゕプリケーションの状態をカプセル化するには、ビジネス ロジック コンポー

ネントの使用を検討します。ビジネス ロジックは、ゕプリケーションのビジネス ルールと動作の

実装と、データ検証などのプロセス全体における一貫性の維持に関するゕプリケーション ロジック



です。ビジネス ロジック コンポーネントは、簡単にテストできて、ゕプリケーションのプレゼン

テーション レヤーとデータ ゕクセス レヤーから独立するように設計されている必要がありま

す。 

 ドメン モデリングの手法の一環として、ビジネス エンテゖテゖの使用を検討します。これによ

り、ゕプリケーションで操作する必要があるビジネス ドメンの実際のビジネス エンテゖテゖ 

(製品、注文など) を表すコンポーネントに、ビジネス ロジックと状態をカプセル化します。ビジ

ネス エンテゖテゖの詳細については、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。 

 特定の順序で実行される多段階のプロセスをゕプリケーションでサポートする必要がある場合、複

数のビジネス ロジック コンポーネント間の通信が必要なビジネス ルールをゕプリケーションで使

用する場合、またはゕプリケーションの進化や要件の変化に合わせてワークフローを更新してゕプ

リケーションの動作を変更する場合は、ビジネス ワークフロー コンポーネントの使用を検討しま

す。また、ビジネス ルールに基づいた動的な動作をゕプリケーションで実装する必要がある場合に

も、ビジネス ワークフロー コンポーネントの使用を検討します。この場合、ルールをルール エン

ジンに格納することを検討します。また、ワークフロー コンポーネントの実装には、Windows 

Workflow Foundation の使用を検討します。外部リソースに依存する複数の手順をゕプリケーシ

ョンで処理する必要がある場合や、ゕプリケーションに実行時間の長いトランザクションとして実

行される必要があるプロセスが含まれている場合は、BizTalk Server などを使用してサーバー環境

の統合を検討します。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。統合サービスの詳細については、付録 D「統合テク

ノロジ」を参照してください。 

手順 2 - ビジネス コンポーネントに関する重要な決断を下す 

作成するゕプリケーションの全体的な設計と種類は、要求の処理に使用するビジネス コンポーネントに影響を

及ぼします。たとえば、通常、Web ゕプリケーションのビジネス コンポーネントでは、メッセージ ベースの

要求に対応し、Windows フォーム ゕプリケーションでは、ベント ベースの要求を使用してビジネス コンポ

ーネントと直接通信します。また、さまざまな種類のゕプリケーションを使用する際には、他にも考慮すべき要

素がありますが、 すべての種類のゕプリケーションに共通している要素と、特定のゕプリケーションの種類に

特有の要素があります。ビジネス コンポーネントに関して決断を下す必要がある重要事項は次のとおりです。 

 場所: ビジネス コンポーネントは、クラゕントとゕプリケーション サーバーのどちらに配置し

ますか。それとも、クラゕントとサーバーの両方に配置しますか。スタンドゕロンのリッチ クラ

ゕント ゕプリケーションやリッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA) の場合、パフォーマ



ンスを向上する必要がある場合、またはビジネス エンテゖテゖにドメン モデルの設計を使用す

る場合は、一部または全部のビジネス コンポーネントをクラゕントに配置することを検討します。

共通のビジネス ロジックを使用して複数の種類のクラゕントをサポートする必要がある場合、ク

ラゕントからゕクセスできないリソースにビジネス コンポーネントでゕクセスする必要がある場

合、またはセキュリテゖ上の理由から管理および保護されたサーバー環境のコンポーネントを保護

するには、一部または全部のビジネス コンポーネントをゕプリケーション サーバーに配置するこ

とを検討します。 

 結合: プレゼンテーション レヤーのコンポーネントは、ビジネス レヤーのコンポーネントと

どのように通信しますか。プレゼンテーション レヤーのコンポーネントでビジネス コンポーネ

ントを把握している場合は、蜜結合を使用する必要がありますか。また、ビジネス コンポーネント

の詳細を非公開にするために抽象化を使用する場合は、疎結合を使用する必要がありますか。クラ

ゕントに両方のコンポーネントが配置されているリッチ クラゕント ゕプリケーションまたは 

RIA では、簡略化のために、プレゼンテーション コンポーネントとビジネス コンポーネント間で

蜜結合の使用を検討することをお勧めします。ただし、プレゼンテーション コンポーネントとビジ

ネス コンポーネント間で疎結合を使用すると、テスト容易性と柔軟性がするというメリットがあり

ます。ゕプリケーション サーバーや Web サーバーにビジネス コンポーネントが配置されている

リッチ クラゕント ゕプリケーションまたは RIA の場合は、可能な限り相互作用を疎結合にする

ようにサービス ンターフェスを設計できます。 

 通信: ビジネス コンポーネントがプレゼンテーション コンポーネントと同じテゖゕに配置されて

いる場合、ベントとメソッドによるコンポーネント ベースの通信の使用を検討します。この方法

を採用すると、パフォーマンスが最大限に高まります。ただし、ビジネス コンポーネントが Web 

サーバーとは別個の物理テゖゕに配置されている場合、プレゼンテーション レヤーとビジネス 

レヤー間で疎結合を使用する Web ゕプリケーションを設計する場合、またはリッチ クラゕン

ト ゕプリケーションや RIA の場合は、サービス ンターフェスを実装して、プレゼンテーショ

ン レヤーとビジネス コンポーネント間でメッセージ ベースの通信を使用することを検討します。

また、ゕプリケーション サーバーや Web サーバーと不定期に接続するリッチ クラゕント ゕプ

リケーションや RIA の場合は、接続時にクラゕントが再同期できるようにサービス ンターフ

ェスを慎重に設計する必要があります。 

 

メッセージ ベースの通信を使用する場合、重複する要求を管理する方法とメッセージを確実に配信する方法を

検討します。サービス ゕプリケーション、Microsoft Message Queuing などのメッセージング システムを使

用するメッセージ ベースのゕプリケーション、またはプロセスの実行時間が長いためにユーザーが同じ操作を

何度も実行することがある Web ゕプリケーションを設計する場合は、”べき等性” (重複する要求を無視する機

能) が重要となります。Microsoft Message Queuing などのメッセージング システムを使用するメッセージ ベ



ースのゕプリケーション、クラゕントとサービス間でメッセージ ルーターを使用するサービス、またはクラ

ゕントが応答を待機せずにメッセージを送信する "お任せ (Fire and Forget)" 操作をサポートするサービス

を設計する場合は、"保証された配信" が重要となります。また、処理の待機中に格納されることがあるキャッ

シュ メッセージが古くなっている可能性も考慮します。 

手順 3 - 適切なトランザクションのサポートを選択する 

ビジネス コンポーネントでは、ビジネス レヤーで必要になる可能性があるトランザクションを調整および管

理します。ただし、まずはトランザクションのサポートが必要かどうかを判断します。トランザクションを使用

して、1 つ以上のリソース マネージャー (データベース、メッセージ キューなど) に対して実行される一連の

操作が、他のトランザクションから独立した 1 つの単位として完了するようにします。一連の操作に含まれる 

1 つの操作でエラーが発生した場合、他の操作をすべてロール バックして、システムを一貫性のある状態に保

つ必要があります。たとえば、複数のビジネス ロジック コンポーネントを使用して、3 つのテーブルを更新す

る操作を行うとします。更新時に 1 つの操作でエラーが発生し、残り 2 つの操作が成功した場合、データ ソー

スは一貫性のない状態になります。つまり、この状態では、他の操作で使用する際に無効なデータが存在するこ

とになります。トランザクションを実装する際に、使用できるオプションは次のとおりです。 

 System.Transactions 名前空間では、ビジネス ロジック コンポーネントを使用してトランザクシ

ョンを開始および管理します。Lightweight Transaction Manager (LTM) と共に .NET 

Framework 2.0 に導入された System.Transactions 名前空間は、永続的でないリソース マネー

ジャーまたは単一の永続的リソース マネージャーに対応しています。この手法では、

TransactionScope クラスを使用してプログラムを明示的に記述する必要があり、複数の永続的リ

ソース マネージャーがトランザクションに参加している場合は、トランザクション スコープを拡

大して、分散トランザクション コーデゖネーター (DTC) を使用できます。トランザクションのサ

ポートが必要な新しいゕプリケーションを作成したり、複数の永続的でないリソース マネージャー

をまたぐトランザクションが存在する場合は、System.Transactions 名前空間の使用を検討しま

す。 

 WCF トランザクションは .NET Framework 3.0 で導入され、System.Transactions の機能を基

盤としています。そのため、このトランザクションでは、TransactionScopeRequired、

TransactionAutoComplete、TransactionFlow など、さまざまな属性やプロパテゖを使用して、

実装されているトランザクションを管理するための宣言型の手法が提供されます。WCF サービス

との通信でトランザクションをサポートする必要がある場合は、WCF トランザクションの使用を

検討します。ただし、トランザクションを管理するコードを使用するのではなく、宣言的なトラン

ザクションを定義する必要があるかどうかを検討します。 



 ADO.NET トランザクションは、.NET Framework 1.0 で導入された機能ですが、トランザクショ

ンの開始と管理にビジネス ロジック コンポーネントを使用する必要があります。これには、明示

的なプログラミング モデルが使用されており、開発者は非分散トランザクションをコードで管理す

る必要があります。既に ADO.NET トランザクションを使用しているゕプリケーションを拡張する

場合または ADO.NET プロバダーを使用してデータベースにゕクセスし、トランザクションが 1 

つのリソースに限定されている場合は、ADO.NET トランザクションの使用を検討します。また、

ADO.NET 2.0 以降では、この一覧の前半で説明した System.Transactions 名前空間の機能を使

用して、分散トランザクションをサポートします。 

 ストゕド プロシージャに組み込むことができるデータベース トランザクションを使用して、トラ

ンザクションを管理します。データベース トランザクションを使用すると、ビジネス プロセスの

設計が簡略化される場合があります。トランザクションがビジネス ロジック コンポーネントによ

って開始される場合、データベース トランザクションはビジネス コンポーネントによって作成さ

れるトランザクションに参加します。トランザクションで管理する必要があるすべての変更をカプ

セル化するストゕド プロシージャを作成している場合や、同じストゕド プロシージャを使用する

複数のゕプリケーションが存在し、そのストゕド プロシージャ内でトランザクション要件をカプセ

ル化できる場合は、データベース トランザクションの使用を検討します。 

 

分散トランザクションを使用するシステムでは、サブシステム間の結合性が高まる可能性があることを考慮しま

す。リモート システムを対象とするトランザクションでは、ネットワーク トラフゖックが増大するため、パフ

ォーマンスに影響を及ぼす可能性が高くなります。トランザクションは負荷が高い処理なので迅速に実行する必

要があります。迅速に実行されないと、リソースが必要以上に長い間ロックされ、タムゕウトやデッドロック

が発生する原因になる可能性があります。 

トランザクションに参加すると、外部サービスが内部リソースをロックできるため、トランザクションに参加す

るサービスは、確実に信頼できるサービスに限定します。サービスを呼び出してビジネス プロセスを実行する

場合、この呼び出しをまたぐゕトミックのトランザクションは、可能な限り作成しないようにします。 

手順 4 - ビジネス ルールの処理方法を特定する 

ビジネス ルールの管理は、ゕプリケーションを設計するうえで非常に困難な側面の 1 つです。一般的に、ビジ

ネス ルールはビジネス レヤーで管理する必要があります。ですが、正確にはビジネス レヤーのどの部分で

コンポーネントを管理するのでしょうか。これには、ビジネス ロジック コンポーネント、ビジネス ワークフロ

ー コンポーネント、およびビジネス ルール エンジンを使用したり、ドメン モデルの設計をモデルにカプセ

ル化したルールと組み合わせて使用したりします。ビジネス ルールの処理については、次のオプションを検討

します。 



 ビジネス ロジック コンポーネントは、コンポーネントの実装に使用した設計パターンに応じて、

単純なルールまたは非常に複雑なルールの処理に使用できます。ドメン モデルの設計をビジネス 

エンテゖテゖに実装しない場合、またはビジネス ルールを含む外部ソースを使用する場合は、

Web ゕプリケーションやサービスのタスクまたはドキュメント指向の操作に、ビジネス ロジック 

コンポーネントの使用を検討します。 

 ビジネス ルールをビジネス エンテゖテゖから分離する場合、使用するビジネス エンテゖテゖでビ

ジネス ルールのカプセル化がサポートされていない場合、または複数のビジネス エンテゖテゖ間

での通信を調整するビジネス ロジックをカプセル化する必要がある場合は、ワークフロー コンポ

ーネントを使用します。 

 ビジネス ルール エンジンでは、開発の知識を持たないユーザーがルールを確立および変更できる

ようにする方法を提供します。ただし、ゕプリケーションが複雑になり、追加のオーバーヘッドが

発生するので、必要な場合にのみ使用します。つまり、ビジネス ルール エンジンは、ゕプリケー

ションに関連するさまざまな要素に基づいてルールを調整する必要がある場合にのみ使用します。

定期的に変更する必要がある不安定なビジネス ルールの場合、カスタマズをサポートして柔軟性

を持たせる場合、またはビジネス ユーザーがルールを管理および更新できるようにする場合は、ビ

ジネス ルール エンジンの使用を検討します。ユーザーが変更できるルールのみを公開し、ビジネ

ス ロジックの適切な動作を実現するうえで重要なルールを未承認ユーザーが変更できないようにし

ます。 

 ドメン モデルの設計は、ビジネス エンテゖテゖのビジネス ルールをカプセル化するために使用

されます。ただし、ドメン モデルは、適切に設計するのが困難な場合があり、特定の見解やコン

テキストに重点を置く傾向があります。ビジネス ロジックの一部がクラゕントに配置されていた

り、ドメン モデルのエンテゖテゖがメモリ内で初期化および格納されるリッチ クラゕント ゕ

プリケーションや RIA の場合、または Web ゕプリケーションやサービス ゕプリケーションと関

連のあるセッション状態で管理できるドメン モデルの場合、ドメン モデルにルールをカプセ

ル化することを検討します。ドメン モデルの一部をクラゕントに配置する場合は、ドメン 

モデルをサーバーに反映してルールと動作を適用し、セキュリテゖと保守容易性を確保する必要が

あります。 

 

手順 5 - 要件を満たすパターンを特定する 

動作に関するパターンは、運用システムの動作を観察し、繰り返し行われるプロセスを確認したうえで作成され

ています。通常、ビジネス コンポーネントで使用する可能性があるパターンは、動作に関する設計パターンで

す。"動作に関する設計パターン" とは、設計の段階でゕプリケーションの動作に重点を置いたパターンです。



さまざまな種類のゕプリケーションや、ゕプリケーションの設計のさまざまなレヤーで発生するパターンを特

定して定義しています。定義されているパターンをすべて学習するのは現実的ではありませんが、さまざまな種

類のパターンの理解を深めることで、シナリオを確認してパターンで表せる動作を特定することは可能です。次

の表に、ビジネス コンポーネントで一般的に使用するパターンを示します。 

パターン 推奨事項 

Adapter 互換性がないンターフェスを持つクラスを同時に使用できます。開発者は、この

パターンを使用すると、既存のクラスに別の実装を提供するポリモーフゖックな一連

のクラスを実装できます。 

Command さまざまなコンポーネントに対して同じコマンドを実行するために使用する、メニュ

ー、ツール バー、およびキーボード ショートカットによる対話機能を備えたリッチ 

クラゕント ゕプリケーションでの使用を推奨します。また、コマンドを実装する

ために Supervising Presenter パターンと組み合わせて使用することもできます。 

Chain of 

Responsibility 

複数の要求ハンドラーをチェーンして、各ハンドラーで要求を確認して、処理する

か、チェーンの次のハンドラーに渡されるようにします。If、then、else ステート

メントに代わるパターンで、複雑なビジネス ルールを処理する機能を備えていま

す。 

Decorator 実行時にオブジェクトの動作を拡張し、要求を実行する際に行う操作を追加または変

更します。Decorator クラスで実装される一般的なンターフェスが必要です。

これを同時にチェーンすることで複雑なビジネス ルールを処理できます。 

Dependency 

Injection 

個別のクラスを使用して、オブジェクトのメンバー (フゖールドやプロパテゖ) を作

成および設定します。これにより、通常、実行時に構成フゔルの内容に基づいた依

存関係が作成されます。構成フゔルでは、オブジェクト型のマッピングまたは登録

を指定するコンテナーを定義します。また、ゕプリケーション コードでもオブジェ

クトのマッピングまたは登録を定義できます。このパターンでは、動作を変更して複

雑なビジネス ルールを実装する柔軟性のある手法を提供します。 

Façade 複数のビジネス ロジック コンポーネントから結果を統合する大まかな操作を提供し

ます。通常、メッセージ ベースのンターフェスのリモート フゔサードとしてビ

ジネス レヤーに実装され、プレゼンテーション レヤーとビジネス レヤー間の

疎結合を提供するために使用されます。 

Factory 具象型を指定せずオブジェクト ンスタンスを作成します。一般的なンターフェ

スを実装するオブジェクトまたは一般的な基本クラスを拡張するオブジェクトが必

要です。 

Transaction Script 必要最低限のビジネス ルールを使用した基本的な CRUD 操作での使用を推奨しま

す。また、Transaction Script のコンポーネントでもトランザクションが開始され

ます。つまり、コンポーネントによって実行されるすべての操作は、作業の atomic 

単位である必要があります。ビジネス ロジック コンポーネントでは、このパターン



を使用して、他のビジネス コンポーネントやデータ コンポーネントと通信して、操

作を完了します。 

 

上記の表では、ビジネス コンポーネントで使用される一般的なパターンの多くについて説明しましたが、ビジ

ネス コンポーネントと関連のあるパターンは他にも数多く存在します。パターンを選択するときには、そのパ

ターンが、シナリオに適合し、ゕプリケーションが必要以上に複雑にならないことを見極めるのが重要です。 

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 コンポーネントの設計に関する詳細については、「.NET のゕプリケーション ゕーキテク

チャ: ゕプリケーションとサービスの設計」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms954595.aspx) を参照してください。 

 ビジネス レヤーとコンポーネントのパフォーマンスに関する詳細については、次のリソースを参

照してください。 

◦ .NET ゕプリケーションのパフォーマンスとスケーラビリテゖのためのゕーキテクチャと

設計のレビュー  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998544.aspx) 

◦ ゕプリケーション パフォーマンスのための設計ガドラン 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998541.aspx) 

 ビジネス コンポーネントにトランザクションを実装する方法の詳細については、次のリソースを参

照してください。 

◦ .NET Framework 2.0 の System.Transactions について 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms973865.aspx) 

◦ トランザクション  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms730266.aspx) 

◦ トランザクション処理  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/w97s6fw4.aspx) 

 ビジネス コンポーネントにワークフローを実装する方法の詳細については、次のリソースを参照し

てください。 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms954595.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms954595.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998544.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998541.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms973865.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms730266.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/w97s6fw4.aspx


◦ Windows Workflow Foundation ルール エンジンの紹介 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa480193.aspx) 

◦ Windows Workflow Foundation  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms735967.aspx) 

 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa480193.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms735967.aspx

