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ビジネス エンテゖテゖの設計 

概要 

ビジネス エンテゖテゖにはデータ値が格納され、データ値はプロパテゖによって公開されます。つまり、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 データが格納および管理されます。また、ビジネス データ

や関連する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。さらに、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

ています。そのため、適切なビジネス エンテゖテゖを設計または選択することは、ビジネス レヤーのパフォーマ

ンスと効率を最大限に高めるうえで非常に重要です。 

この章では、ビジネス エンテゖテゖ コンポーネントの設計について説明します。まず、さまざまなデータ形式と、

データがゕプリケーションで使用される方法を確認します。次に、選択したデータ形式によって、設計にビジネス 

ルールを実装する方法がどのように決まるかを説明します。最後に、カスタム オブジェクトの設計オプションを紹

介し、さまざまなデータ形式でシリゕル化をサポートする方法について説明します。 

コンポーネントの設計に関する一般的な考慮事項とゕプリケーションの各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。 

手順 1 – 表現を選択する 

この手順では、シナリオに適した表現を選択できるように、ビジネス エンテゖテゖを表現するさまざまな方法につ

いて説明し、各方法のメリットとデメリットを確認します。最も一般的な形式のオプションは次のとおりです。 

 カスタム ビジネス オブジェクト: システムのエンテゖテゖを表す共通言語ランタム (CLR) オブジェ

クトです。このオブジェクトは、ADO.NET Entity Framework (EF) や NHibernate などのオブジェ



クト/リレーショナル マッピング (O/RM) テクノロジを使用して作成できます (詳細については、この

章の最後の「関連情報」を参照してください)。また、手動で作成することもできます。複雑なビジネ

ス ルールや動作を関連データと共にカプセル化する必要がある場合は、カスタム ビジネス オブジェク

トが適しています。AppDomain 境界、プロセス境界、または物理的な境界を越えてカスタム ビジネ

ス オブジェクトにゕクセスする必要がある場合は、データ転送オブジェクト (DTO) 経由でゕクセスで

きるサービス レヤーとカスタム ビジネス オブジェクトを更新または編集する操作を実装できます。 

 DataSet または DataTable: DataSet は、通常、実際のデータベース スキーマに緊密にマップされ

たメモリ内データベースの形式を取ります。一般に、DataSet は、O/RM マッピング メカニズムを使

用しておらず、ゕプリケーション ロジックのデータがデータベース スキーマに緊密にマップされるデ

ータ指向のゕプリケーションを構築している場合にのみ使用されます。ビジネス ロジックやビジネス 

ルールをカプセル化するために DataSet を拡張することはできません。DataSet は XML にシリゕル

化できますが、プロセス境界やサービス境界を越えて公開しないようにする必要があります。 

 XML: 構造化データを含む標準ベースの形式です。通常、XML は、プレゼンテーション レヤーで必

要になるか、ロジックがコンテンツのスキーマに基づいてコンテンツを処理する場合にのみ、ビジネス 

エンテゖテゖを表現するために使用します。たとえば、XML ドキュメント内の既知のノードに基づい

てメッセージがルーテゖングされるメッセージ ルーテゖング システムが、これに該当します。XML の

使用と操作では、大量のメモリが使用される可能性があることに注意してください。 

 

手順 2 – ビジネス エンティティの設計を選択する 

ビジネス エンテゖテゖを表現するのにカスタム オブジェクトが最適だと判断したら、次はカスタム オブジェクト

を設計します。カスタム オブジェクトの設計手法は、使用する予定のオブジェクトの種類によって異なります。た

とえば、ドメン モデル エンテゖテゖの場合はビジネス ドメンを詳しく分析する必要がありますが、テーブル 

モジュール エンテゖテゖの場合はデータベース スキーマを理解する必要があります。ビジネス オブジェクトを使

用する際の一般的な設計手法には、次のようなものがあります。 

 ドメイン モデル: オブジェクト指向の設計パターンです。ドメン モデル設計の目的は、ビジネス ド

メン内の実際のエンテゖテゖを表現するビジネス オブジェクトを定義することです。ドメン モデ

ル設計を使用する場合、ビジネス エンテゖテゖまたはドメン エンテゖテゖには、動作と構造の両方

が含まれます。つまり、ビジネス ルールとリレーションシップは、ドメン モデルにカプセル化され

ます。ドメン モデル設計では、ビジネス ドメンを詳しく分析する必要があり、通常、ほとんどの



データベースで使用されるリレーショナル モデルにマップされることはありません。ビジネス ドメ

ンに関係する複雑なビジネス ルールがある場合、リッチ クラゕントを設計しており、ドメン モデ

ルを初期化してメモリに格納できる場合、または要求ごとにドメン モデルを初期化する必要がある

ステートレスなビジネス レヤーを操作していない場合は、ドメン モデル設計の使用を検討します。

ドメン モデルとドメン駆動設計の詳細については、この章後半の「ドメン駆動設計」を参照し

てください。 

 テーブル モジュール: オブジェクト指向の設計パターンです。テーブル モジュール設計の目的は、デ

ータベース内のテーブルまたはビューに基づいてエンテゖテゖを定義することです。通常、データベー

スへのゕクセスとテーブル モジュール エンテゖテゖへのデータの設定に使用される操作は、エンテゖ

テゖ内にカプセル化されます。ただし、データ ゕクセス コンポーネントを使用して、データベース操

作を実行したり、テーブル モジュール エンテゖテゖにデータを設定したりすることもできます。デー

タベース内のテーブルまたはビューがゕプリケーションで使用するビジネス エンテゖテゖを厳密に表

現している場合、またはビジネス ロジックと操作が単一のテーブルまたはビューに関係している場合

は、テーブル モジュール設計の使用を検討します。 

 カスタム XML オブジェクト: ゕプリケーション コード内で操作できる、シリゕル化解除された XML 

データを表します。このオブジェクトのンスタンスは、クラスのプロパテゖを XML 構造体の要素と

属性にマップする属性を使用して定義されたクラスから作成します。Microsoft .NET Framework に

は、XML データをオブジェクトにシリゕル化解除したり、オブジェクトを XML データにシリゕル化し

たりするのに使用できるコンポーネントが用意されています。使用しているデータが XML 形式である

場合 (XML フゔルや、結果セットとして XML を返すデータベース操作など)、XML 以外のデータ ソ

ースから XML データを生成する必要がある場合、または読み取り専用のドキュメント ベースのデータ

を操作している場合は、カスタム XML オブジェクトの使用を検討します。 

 

カスタム オブジェクトを使用する場合、すべてのビジネス エンテゖテゖが同じ設計に沿っている必要はありません。

たとえば、ルールが複雑なゕプリケーションのある部分では、ドメン モデル設計が必要になることがありますが、 

それ以外の部分では、必要に応じて XML オブジェクト、テーブル モジュール設計、またはドメン オブジェクト

を使用できます。 



手順 3 – シリアル化のサポートを決定する 

境界を越えてビジネス エンテゖテゖを転送する方法を決定する必要があります。ほとんどの場合、AppDomain 境

界、プロセス境界、サービス ンターフェス境界などの物理的な境界を越えてデータを渡すには、データをシリ

ゕル化する必要があります。また、論理的な境界を越えてデータを渡すときにデータをシリゕル化することもできま

す。ただし、この場合はパフォーマンスへの影響に留意する必要があります。ビジネス エンテゖテゖを転送する際

には、次のオプションを検討します。 

 必要な場合にのみシリアル化可能なビジネス エンティティを直接公開する: 同じ物理テゖゕにある、ゕ

プリケーションの別のレヤーでビジネス エンテゖテゖを使用している場合、シリゕル化によりビジ

ネス エンテゖテゖを直接公開する方法が最も簡単です。ただし、この方法には、ビジネス エンテゖテ

ゖとその実装のコンシューマー間に依存関係が生じるというデメリットがあります。そのため、一般的

に、ビジネス エンテゖテゖのコンシューマーを直接管理できて、物理テゖゕ間でのビジネス エンテゖ

テゖへのリモート ゕクセスが不要でない限り、このオプションの使用はお勧めしません。 

 ビジネス エンティティをシリアル化可能なデータ転送オブジェクトに変換する: データのコンシューマ

ーとビジネス レヤーの内部実装を分離するには、ビジネス エンテゖテゖを特殊なシリゕル化可能な

データ転送オブジェクトに変換することを検討します。データ転送オブジェクト (DTO) は、境界を越

えて転送するために複数のデータ構造体を単一の構造体にパッケージ化する設計パターンです。データ

転送オブジェクトは、ビジネス エンテゖテゖの複数のコンシューマーが異なるデータ表現またはモデ

ル (たとえば、プレゼンテーション テゖゕ) を使用している場合にも役立ちます。この手法を使用する

と、データのコンシューマーに影響を及ぼすことなくビジネス レヤーの内部実装を変更できるよう

になり、ンターフェスのバージョン管理が容易になります。この手法は、外部クラゕントでデー

タが使用される場合に適しています。 

 XML を直接公開する: 場合によっては、ビジネス エンテゖテゖを XML としてシリゕル化して公開す

ることがあります。.NET Framework では、XML データの広範なシリゕル化がサポートされています。

ほとんどの場合、XML へのシリゕル化は、ビジネス エンテゖテゖの属性で制御されます。 

 

サービス ンターフェスのデータ スキーマに関する詳細については、第 9 章「サービス レヤーのガドラ

ン」を参照してください。レヤーとテゖゕとの通信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。 



ドメイン駆動設計 

ドメン駆動設計 (DDD) は、ビジネス ドメン、その要素と動作、およびそれらの関係に基づいてソフトウェゕ

を設計するオブジェクト指向の手法です。このゕーキテクチャ スタルの目的は、ビジネス ドメンの専門家がわ

かる共通言語でドメン モデルを定義することによって、ビジネス ドメンで必要な機能を実現するソフトウェゕ 

システムを構築することです。ドメン モデルは、ソリューションを合理化できるフレームワークと見なせます。 

ドメン駆動設計を適用するには、モデル化するビジネス ドメンについてよく理解したり、そのようなビジネス

知識を習得することに精通している必要があります。多くの場合、開発チームは、ビジネス ドメンの専門家と連

携してビジネス ドメンをモデル化します。ゕーキテクト、開発者、およびその技術の専門家はさまざまな経歴を

持っており、多くの環境では、それぞれの目的、設計、および要件を定義する際に使用する表現が異なります。ただ

し、ドメン駆動設計では、チーム全体が、ビジネス ドメンに重点を置く共通言語のみを使用するため、技術的

な専門用語は使用しません。 

ソフトウェゕの中核にはドメン モデル (この共通言語が直接投影されたもの) があるため、チームはドメン モ

デルに関する共通言語を分析することによって、ソフトウェゕ内のギャップをすばやく特定できます。共通言語を作

成することは、単にドメンの専門家から情報を入手して、それを適用するだけではありません。開発チーム内で発

生するコミュニケーションの問題の原因の多くは、ドメンの共通言語の誤解だけでなく、ドメンの共通言語自体

があいまいであることにもあります。ドメン駆動設計のプロセスの目的は、使用する共通言語を実装することだけ

でなく、ドメンの共通言語を改善および改良することにもあります。つまり、モデルはドメンの共通言語を直接

投影したものになるので、構築するソフトウェゕにメリットがあります。 

ドメン モデルは、エンテゖテゖ、値オブジェクト、集計ルート、レポジトリ、およびドメン サービスを使用し

て表現され、境界コンテキストと呼ばれる、大まかな責任が割り当てられている領域に分類されます。 

"エンテゖテゖ" とは、ソフトウェゕの状態が変化しても変わらない一意の ID を持つ、ドメン モデルのオブジェ

クトです。エンテゖテゖは状態と動作の両方をカプセル化します。Customer オブジェクトは、エンテゖテゖの一

例です。このオブジェクトは、特定の顧客に関する状態を表して保持し、その顧客に対して実行できる操作を実装し

ます。 

"値オブジェクト" とは、ドメンの特定の側面を表すために使用されるドメンのオブジェクトです。値オブジェ

クトに一意の ID はありませんが、不変のオブジェクトです。値オブジェクトの例としては、Transaction Amount 

(トランザクション金額) や Customer Address (顧客の住所) があります。 

"集計ルート" とは、論理的に関連する子エンテゖテゖや値オブジェクトをグループ化し、これらへのゕクセスを制

御して、その間の相互作用を調整するエンテゖテゖです。 



"レポジトリ" は、通常、オブジェクト/リレーショナル マッピング (O/RM) フレームワークを使用して、集計ルー

トを取得および格納します。 

"ドメン サービス" は、操作、ゕクション、またはビジネス プロセスを表し、ドメン モデルの他のオブジェク

トを参照する機能を提供します。特定のラフサクルや ID を持つオブジェクトに、機能やドメンのある部分を

マップできないことがあります。このような機能は、ドメン サービスとして宣言できます。電子商取引ドメン

のカタログ価格設定サービスは、ドメン サービスの一例です。 

モデルを単純で役に立つ言語コンストラクトとして維持するためには、ドメン モデルで、大規模な分離とカプセ

ル化を実装する必要があることが一般的です。このため、ドメン駆動設計に基づいて構築したシステムのコストは

比較的高くなることがあります。ドメン駆動設計を使用すると、保守容易性など、多くの技術上のメリットはあり

ますが、複雑なドメン (モデルと言語のプロセスによって、複雑な情報を伝達したり、ドメンの共通理解を構築

するうえで、明らかなメリットがもたらされる場合) にのみ適用することをお勧めします。 

ドメン駆動設計の技法の詳細については、「Domain Driven Design (ドメン駆動設計) Quickly 日本語版」

(http://www.infoq.com/jp/minibooks/domain-driven-design-quickly) を参照してください。また、Eric Evans 

著『Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software』(Addison-Wesley、ISBN: 0-

321-12521-5) と Jimmy Nilsson 著『Applying Domain-Driven Design and Patterns: With Examples in C# 

and NET』(Addison-Wesley、ISBN: 0-321-26820-2) も参照してください。 

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 エンテゖテゖの設計パターンに関する詳細については、「Enterprise Solution Patterns 

Using Microsoft .NET」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998469.aspx、英語) を参

照してください。 

 ビジネス エンテゖテゖの設計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。 

 ドメン駆動設計の詳細については、次のリソースを参照してください。 

◦ ドメン駆動設計の概要  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/dd419654.aspx) 

http://www.infoq.com/jp/minibooks/domain-driven-design-quickly
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998469.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/dd419654.aspx


◦ ドメン駆動設計・開発の実践  

(http://www.infoq.com/jp/articles/ddd-in-practice)  

 ビジネス レヤーの設計パターンに関する詳細については、「Service Orientation Patterns」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa532436.aspx、英語) を参照してください。 

 ADO.NET Entity Framework の詳細については、「The ADO.NET Entity Framework Overview」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa697427(VS.80).aspx、英語) を参照してください。 

 Microsoft Dynamics を使用したビジネス エンテゖテゖ設計の詳細については、「Business Entities」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms940455.aspx、英語) を参照してください。 

 Microsoft Dynamics を使用したビジネス エンテゖテゖ モデリングの詳細については、「Modeling 

Entities」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa475207.aspx、英語) を参照してください。 

 Office Business Applications (OBA) とビジネス エンテゖテゖの併用の詳細については、「Building 

Office Business Applications」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb266337.aspx、英

語) を参照してください。 

 オープン ソースである NHibernate フレームワークの詳細については、「NHibernate Forge」

(http://nhforge.org/Default.aspx、英語) を参照してください。 

 

 

http://www.infoq.com/jp/articles/ddd-in-practice
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa532436.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa697427(VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms940455.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa475207.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb266337.aspx
http://nhforge.org/Default.aspx

