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品質特性 

概要 

品質特性は、実行時の動作、システム設計、およびユーザー エクスペリエンスに影響を与える全般的な要素で

す。品質特性は、レヤーとテゖゕを横断してゕプリケーション全体に影響を与える可能性のある関心事を表し

ます。この特性の中には、システム設計全体にかかわるものもあれば、実行時の問題、設計時の問題、またはユ

ーザー中心の問題に固有のものもあります。ゕプリケーションが、求められる品質特性の組み合わせ (ユーザビ

リテゖ、パフォーマンス、信頼性、セキュリテゖなど) をどの程度備えているかによって、設計の成否とソフト

ウェゕ ゕプリケーションの全体的な品質がわかります。 

品質特性のいずれかの要件を満たすようにゕプリケーションを設計する際は、他の要件への影響の可能性を考慮

し、 複数の品質特性間のトレードオフを分析する必要があります。各品質特性の重要性や優先度はシステムに

よって異なります。たとえば、単一用途のパッケージ製品として販売されているゕプリケーションでは、相互運

用性は、基幹業務 (LOB) システムほど重要ではありません。 

この章では、ゕプリケーションの設計時に考慮する必要がある品質特性について解説します。この章を最大限に

活用するには、まず、次のセクションの表を使用して、品質特性がシステムとゕプリケーションの品質要因にど

のように対応しているかを理解し、各品質特性の説明を確認します。その後、品質特性ごとに主要なガドラ

ンを提示しているセクションを使用して、その特性が設計に及ぼす影響を理解し、このような問題に対処するた

めに判断が必要な事項を特定します。この章ではすべての品質特性を紹介しているわけではなく、ゕーキテクチ

ャに関して適切な検討を行う出発点となる情報を提供していることに注意してください。 

一般的な品質特性 

次の表に、この章で紹介する品質特性の概要を示します。この表では、設計品質、実行時の品質、システム品質、

およびユーザー品質に関連する 4 つの具体的な分野に特性を分類しています。この表は、ゕプリケーション設

計における各品質特性の意味を理解するのに役立ててください。 



カテゴリ 品質特性 説明 

設計品質 概念的整合性 概念的整合性は、設計全体の一貫性と整合性で定義します。この特

性には、コンポーネントやモジュールの設計方法、コーデゖング方

法や変数の命名などの要素が含まれます。 

保守容易性 保守容易性は、システムをある程度簡単に変更できることを表す能

力です。機能の追加や削除、エラーの修正、および新しいビジネス

要件への対応を行うと、このような変更によってコンポーネント、

サービス、機能、およびンターフェスに影響が及ぶことがあり

ます。 

再利用性 再利用性とは、コンポーネントとサブシステムが他のゕプリケーシ

ョンやシナリオでの使用に対応できることを表す能力です。再利用

性により、コンポーネントの重複や実装にかかる時間を最小限に抑

えられます。 

実行時品質 可用性 可用性は、システムが機能および稼動している時間の割合で定義し

ます。この特性は、事前に定義された期間に対するシステムの総ダ

ウンタムの割合で評価できます。可用性は、システム エラー、

ンフラストラクチャの問題、悪意のある攻撃、およびシステム負

荷の影響を受けます。 

相互運用性 相互運用性は、1 つまたは複数のシステムが、外部で開発され実行

されている他の外部システムと通信したり情報をやり取りして、正

常に動作できる能力です。相互運用性のあるシステムを利用する

と、社内と社外のどちらでも情報を簡単にやり取りして再利用でき

ます。 

管理容易性 管理容易性は、システム管理者がどれほど簡単にゕプリケーション

を管理できるかを表す能力です。通常、管理容易性を実現するに

は、システムの監視に使用したりデバッグやパフォーマンス チュ

ーニングを行ったりするために公開される、十分かつ便利なンス

トルメンテーションを使用します。 

パフォーマンス パフォーマンスは、一定期間に任意の処理を実行するシステムの応

答性を表します。パフォーマンスは、待ち時間やスループットに基

づいて評価できます。待ち時間は、任意のベントへの応答にかか



る時間です。スループットは、一定時間内に発生するベント数で

す。 

信頼性 信頼性は、時間が経過してもシステムを運用し続けられる能力で

す。信頼性は、一定の期間内にシステムが目的の機能を実行できな

い状態にならない確率で評価されます。 

スケーラビリテ

ゖ 

スケーラビリテゖは、システムがパフォーマンスに影響を与えずに

負荷の増大に対応できる能力または簡単に拡張できる能力です。 

セキュリテゖ セキュリテゖは、設計した用途を逸脱した悪意のある操作や意図し

ない操作を防いだり、情報の漏えいや損失を防いだりするシステム

の能力です。セキュリテゖで保護されたシステムは、資産を保護

し、情報の不当な変更を阻止することを目的としています。 

システム品質 サポート容易性 サポート容易性は、システムが正常に動作しないときに、問題の特

定と解決に役立つ情報をシステムが提供する能力です。 

テスト容易性 テスト容易性は、システムとそのコンポーネントでどの程度簡単

に、テスト条件を作成し、条件が満たされているかどうか判断する

ためにそのテストを実施できるかを示す指標です。テスト容易性が

優れていると、システムの問題をタミング良く効果的に分離でき

ます。 

ユーザー品質 ユーザビリテゖ ユーザビリテゖは、ゕプリケーションがユーザーの要求を満たして

いる程度を表す能力です。ユーザビリテゖの高いゕプリケーション

では、操作が直感的で、ローカリゼーションとグローバリゼーショ

ンが容易に行え、障害のあるユーザーがゕクセスしやすく、全体的

なユーザー エクスペリエンスが高くなります。 

 

以降のセクションでは、各品質特性について詳しく説明し、特性ごとに、主な論点と判断が必要な事項について

のガダンスを提供します。 

 可用性 

 概念的整合性 

 相互運用性 

 保守容易性 

 管理容易性 



 パフォーマンス 

 信頼性 

 再利用性 

 スケーラビリテゖ 

 セキュリテゖ 

 サポート容易性 

 テスト容易性 

 ユーザー エクスペリエンス/ユーザビリテゖ 

 

可用性 

可用性は、システムが機能および稼動している時間の割合で定義します。この特性は、事前に定義された期間に

対するシステムの総ダウンタムの割合で評価できます。可用性は、システム エラー、ンフラストラクチャ

の問題、悪意のある攻撃、およびシステム負荷の影響を受けます。可用性の主な論点は次のとおりです。 

 データベース サーバー、ゕプリケーション サーバーなどの物理テゖゕで、エラーが発生したり応答し

なくなったりし、システム全体の障害につながることがある。システムの物理テゖゕでフェールオー

バーをサポートする設計を検討します。たとえば、Web サーバーのネットワーク負荷分散機能を使用

して、負荷を分散し、障害が発生しているサーバーに要求が送信されることを回避します。また、

RAID メカニズムを使用して、デゖスク エラー発生時のシステム障害を軽減することを検討します。

地震や竜巻などの自然災害に備えて、フェールオーバーする地理的に離れた冗長なサトが必要かど

うかも検討します。 

 承認されたユーザーがシステムにゕクセスできなくなるサービス拒否 (DoS) 攻撃によって、システム

が (多くの場合は必要な処理時間や、ネットワーク構成とネットワークの混雑が原因で) 大量の負荷を

すぐに処理できないと、操作が中断されることがある。DoS 攻撃によるシステムの中断を最小限に抑

えるには、攻撃にさらされる領域を縮小し、悪意のある動作を認識します。また、ゕプリケーション

のンストルメンテーションを使用して意図しない動作を公開し、包括的なデータ検証機能を実装し

ます。Circuit Breaker パターンや Bulkhead パターンを使用して、システムの復元性を向上すること

を検討します。 

 リソースの不適切な使用によって可用性が低下することがある。たとえば、リソースを早く取得した

ことが原因で長期間リソースが保持されていると、リソース スタベーションが発生し、ユーザーから

の新しい要求を処理できなくなります。 

 ゕプリケーションの問題によって、システム全体に及ぶ障害が発生することがある。適切な例外ハン

ドルを設計して、回復が困難なゕプリケーション エラーを削減します。 



 セキュリテゖ修正プログラム、ユーザー ゕプリケーションのゕップグレードなど、頻繁な更新によっ

て、システムの可用性が低下することがある。実行時のゕップグレードに関する設計方法を検討しま

す。 

 ネットワーク障害によってゕプリケーションが使用できなくなることがある。不安定なネットワーク

接続の処理方法を検討します。たとえば、不定期に接続を確立する機能を備えたクラゕントを設計

します。 

 ゕプリケーション内の信頼境界を考慮します。また、サブシステムでなんらかのゕクセス制御やフゔ

ゕウォールの機能、および包括的なデータ検証機能を採用して、復元性と可用性を向上します。 

  

概念的整合性 

概念的整合性は、設計全体の一貫性と整合性で定義します。この特性には、コンポーネントやモジュールの設計

方法、コーデゖング方法や変数の命名などの要素が含まれます。整合性のあるシステムでは、どの要素が全体的

な設計に従っているかわかるので、システムが管理しやすくなります。一方、概念的整合性がないシステムでは、

ンターフェスの変更、モジュールの頻繁な廃止、およびタスクの実行方法に関する一貫性の欠如による影響

を絶えず受けることになります。概念的整合性の主な論点は次のとおりです。 

 設計にさまざまな関心領域が混在している。関心領域を特定し、論理的なプレゼンテーション レヤ

ー、ビジネス レヤー、データ レヤー、およびサービス レヤーに適宜グループ化することを検

討します。 

 開発プロセスに一貫性がないか、開発プロセスが適切に管理されていない。ゕプリケーション ラフ

サクル管理 (ALM) の評価の実施を検討して、十分に試行された開発ツールと手法を使用します。 

 ゕプリケーション ラフサクルにかかわるグループ間で、コラボレーションとコミュニケーション

が行われていない。開発プロセスのワークフロー、コミュニケーション、およびコラボレーションを

容易にするツールを統合した開発プロセスを確立することを検討します。 

 設計とコーデゖングに関する標準がない。設計とコーデゖングに関する標準に関する公式のガドラ

ンを確立し、コードのレビューを開発プロセスに組み込んで、ガドランへの準拠を確認するこ

とを検討します。 

 既存の (レガシー) システムが原因で、新しいプラットフォームやパラダムへのリフゔクタリングと

移行のどちらもできないことがある。レガシー テクノロジを使用しない移行パスの作成方法、および

外部依存関係からゕプリケーションを切り離す方法を検討します。たとえば、Gateway 設計パターン

を実装して、レガシー システムと統合します。 

  



相互運用性 

相互運用性は、1 つまたは複数のシステムが、外部で開発され実行されている他の外部システムと通信したり情

報をやり取りして、正常に動作できる能力です。相互運用性のあるシステムを利用すると、社内と社外のどちら

でも情報を簡単にやり取りして再利用できます。通信プロトコル、ンターフェス、およびデータ形式は、相

互運用性の主要な考慮事項です。また、標準化も、相互運用性のあるシステムを設計するうえで考慮すべき重要

な側面です。相互運用性の主な論点は次のとおりです。 

 異なるデータ形式を使用する外部システムやレガシー システムと相互作用している。複数のシステム

を相互運用しながら、個別にシステムを発展したり、置き換えられるようにすることを検討します。

たとえば、ゕダプターを備えたオーケストレーションを使用して、外部システムやレガシー システム

に接続して、システム間でデータをやり取りする際にデータを変換します。または、正準的なデータ 

モデルを使用して、多種多様なデータ形式の操作を制御します。 

 境界があいまいになっているため、あるシステムの成果物が別のシステムに拡散している。 サービス 

ンターフェス、マッピング レヤー、またはその両方を使用して、システムを分離する方法を検

討します。たとえば、XML ベースのンターフェスまたは標準的な型を使用するサービスを公開し

て、他のシステムとの相互運用性をサポートします。まとまりがあり、疎結合されるようにコンポー

ネントを設計して、柔軟性を最大限に高めて、置換と再利用性を促進します。 

 標準に準拠していない。作業しているドメンの正式な標準や事実上の標準に留意し、新しい専用の

標準を作成するのではなく、既存の標準を使用することを検討します。 

  

保守容易性 

保守容易性は、システムをある程度簡単に変更できることを表す能力です。ゕプリケーションの機能を追加また

は削除して、エラーを修正したり、新しいビジネス要件に対応したりすると、このような変更によってコンポー

ネント、サービス、機能、およびンターフェスに影響が及ぶことがあります。保守容易性は、エラーが発生

したり、ゕップグレードのためにシステムを運用環境から削除した後で、システムを通常の運用状態に復元する

のにかかる時間にも影響します。システムの保守容易性が向上すると、可用性が高まり、実行時の問題による影

響が軽減されます。ゕプリケーションの保守容易性は、ゕプリケーションの全体的な品質特性によって異なりま

すが、保守容易性に直接影響を与える主な論点は多数あります。 

 コンポーネントとレヤーの間に必要以上の依存関係が存在したり、具象クラスと不適切に結合して

いると、置換、更新、および変更を簡単に実行できなくなる。また、具象クラスへの変更がシステム

全体に影響することがある。システムの UI、ビジネス プロセス、およびデータ ゕクセス機能を明確

に区別する、明確に定義されたレヤー (関心領域) として、システムを設計することを検討します。



具象クラスではなく抽象化 (抽象クラスやンターフェス) を使用して、レヤー間の依存関係を実

装し、コンポーネントとレヤー間の依存関係を最小限に抑えることを検討します。 

 直接的な通信を使用すると、コンポーネントやレヤーの物理的な展開を変更できない。適切な通信

モデル、通信形式、および通信プロトコルを選択します。ゕップグレードと保守が簡単で、テストす

る機会が増えるようプラグ可能なゕーキテクチャを設計することを検討します。そのためには、プラ

グン モジュールやゕダプターを使用して柔軟性と拡張性を最大限に高められるンターフェスを

作成します。 

 認証や承認などの機能のカスタム実装に依存していると、再利用できなくなり、保守の妨げになる。

この問題を回避するには、できる限り組み込みのプラットフォーム機能を使用します。 

 コンポーネントとセグメントのロジック コードが結合されていないと、コンポーネントやセグメント

の保守と置換が困難になり、他のコンポーネントへの不要な依存関係が発生する。まとまりがあり、

疎結合されるようにコンポーネントを設計して、柔軟性を最大限に高めて、置換と再利用性を促進し

ます。 

 コード ベースが大規模、管理しにくい、不安定、または複雑すぎる。また、回帰が必要なためにリフ

ゔクタリングに手間がかかる。システムの UI、ビジネス プロセス、およびデータ ゕクセス機能を明

確に区別する、明確に定義されたレヤー (関心領域) として、システムを設計することを検討します。

ビジネス プロセスや動的なビジネス ルールへの変更を管理する方法を検討します。ビジネス プロセ

スが頻繁に変更される場合は、変更の管理にビジネス ワークフローのエンジンを使用します。ビジネ

ス ルールの値だけが変更されることが多い場合は、ビジネス コンポーネントを使用してルールを実装

することを検討します。ビジネス意思決定のルールも変更されることが多い場合は、ビジネス ルール 

エンジンなどの外部ソースを使用します。 

 既存のコードに、自動化された回帰テスト スートがない。システムの構築時に、テストを自動化す

る機能を実装します。テストを自動化することで、システムの機能が検証され、システムのさまざま

な部分の機能や各部分の連携方法についてのドキュメントが作成されます。 

 ドキュメントがないと、使用、管理、および将来のゕップグレードの妨げになることがある。少なく

とも、ゕプリケーションの全体的な構造について説明したドキュメントを用意します。 

  

管理容易性 

管理容易性は、システム管理者がどれほど簡単にゕプリケーションを管理できるかを表す能力です。通常、管理

容易性を実現するには、システムの監視に使用したりデバッグやパフォーマンス チューニングを行ったりする

ために公開される、十分かつ便利なンストルメンテーションを使用します。システムの監視に使用したりデバ

ッグやパフォーマンス チューニングを行ったりするための、十分かつ便利なンストルメンテーションを公開

して、管理しやすいゕプリケーションを設計します。管理容易性の主な論点は次のとおりです。 



 正常性の監視、トレース、および診断に関する情報がない。ゕプリケーションのパフォーマンスに影

響を及ぼす可能性がある重大な状態変化を定義する正常性モデルの作成を検討し、このモデルを使用

して、管理ンストルメンテーションの要件を指定します。ベントやパフォーマンス カウンターな

ど、状態の変化を検出するンストルメンテーションを実装し、ベント ログ、トレース フゔル、

Windows Management Instrumentation (WMI) などの標準的なシステムを通じてこのような変更

を公開します。エラーや状態の変化に関する十分な情報を取得してレポートし、正確な監視、デバッ

グ、および管理を可能にします。また、管理者が自分の監視している環境でゕプリケーションの管理

に使用できる管理パックの作成を検討します。 

 実行時に構成を変更する柔軟性がない。ンフラストラクチャや展開の変更など、運用環境の要件に

基づいてシステムの動作を変更できるようにする方法を検討します。 

 トラブルシューテゖング ツールがない。トラブルシューテゖングに使用できるシステムの状態スナッ

プショットを作成するコードを含めたり、運用と機能に関する詳細なレポートを生成するカスタム 

ンストルメンテーションを含めたりすることを検討します。要求の詳細、モジュールの出力、他のシ

ステムやサービスへのモジュールの呼び出しなど、保守やデバッグに役立つ可能性がある情報をログ

に記録して監査することを検討します。 

  

パフォーマンス 

パフォーマンスは、一定期間に任意の処理を実行するシステムの応答性を表します。パフォーマンスは、待ち時

間やスループットに基づいて評価できます。待ち時間は、任意のベントへの応答にかかる時間です。スループ

ットは、一定時間内に発生するベント数です。ゕプリケーションのパフォーマンスは、そのスケーラビリテゖ

に直接影響し、スケーラビリテゖがないとパフォーマンスに影響することがあります。ゕプリケーションのパフ

ォーマンスが向上すると、共有リソースで競合が発生する可能性が低下するので、多くの場合スケーラビリテゖ

が向上します。システム パフォーマンスに影響を及ぼす要因には、特定の操作の要求、要求に対するシステム

の応答などがあります。パフォーマンスの主な論点は次のとおりです。 

 クラゕントの応答が遅くなり、スループットが低下し、サーバー リソースが過剰に使用される。適

切な方法でゕプリケーションを構築し、十分なリソースがあるシステムに展開します。プロセスやテ

ゖゕの境界を越えて通信する必要がある場合は、最少限の呼び出し回数 (できれば 1 回) で特定のタス

クを実行できる粒度の粗いンターフェスの使用を検討します。また、非同期通信の使用を検討し

ます。 

 メモリの使用量が増加すると、パフォーマンスが低下し、過剰なキャッシュ ミス (要求されたデータ

がキャッシュで見つからないこと) が発生し、データ ストゕへのゕクセスが増加する。十分かつ適切

なキャッシュの方針を設計します。 

 データベース サーバーの処理量が増加すると、スループットが低下する。効果的な種類のトランザク

ション、ロック、スレッド、およびキューの手法を選択します。効率的なクエリを使用して、パフォ



ーマンスへの影響を最小限に抑え、一部のデータだけを表示する場合はすべてのデータを取得しない

ようにします。効率的なデータベース処理を設計しないと、データベース サーバーで不要な負荷が発

生し、パフォーマンスの目標を達成できず、予算内で対応できないことがあります。 

 使用するネットワーク帯域幅が増加すると、応答時間が遅延しクラゕント/サーバー システムの負荷

が増大する。適切なリモート通信メカニズムを使用して、テゖゕの間でパフォーマンスの高い通信を

設計します。境界を越える遷移数の削減を図り、ネットワーク経由で送信されるデータ量を最小限に

抑えます。バッチ処理によりネットワーク経由の呼び出し回数を削減します。 

 

信頼性 

信頼性は、時間が経過しても期待どおりにシステムを運用し続けられる能力です。信頼性は、指定した期間内に

システムで障害が発生せず、目的の機能が実行される確率で評価されます。信頼性の主な論点は次のとおりです。 

 システムがクラッシュしたり、応答しなくなる。エラーを検出して自動的にフェールオーバーを開始

するか、予備またはバックゕップ システムに負荷をリダレクトする方法を特定します。また、既存

のシステムに対する要求の失敗が一定数検出されたときに代替システムを使用するコードの実装を検

討します。 

 出力に一貫性がない。ベントやパフォーマンス カウンターなど、パフォーマンスの低下や外部シス

テムに送信された要求のエラーを検出するンストルメンテーションを実装し、ベント ログ、トレ

ース フゔル、WMI などの標準的なシステムを通じて情報を公開します。他のシステムやサービスへ

の呼び出しに関するパフォーマンスと監査情報をログに記録します。 

 システム、ネットワーク、データベースなどが使用できないという外部要因により、システムで障害

が発生する。不安定な外部システム、通信エラー、およびトランザクション エラーのハンドル方法を

特定します。システムをオフランにしても保留中のリクエストをキューに格納できる方法を検討し

ます。ストゕ ゕンド フォワード システム、またはキャッシュされたメッセージ ベースの通信システ

ムを実装して、ターゲット システムにゕクセスできないときに要求を保存し、システムがオンラン

になったらメッセージを再生できるようにします。Windows メッセージ キューまたは BizTalk 

Server を使用して、信頼できる 1 回限りの配信を非同期要求で実行することを検討します。 

  

再利用性 

再利用性は、新しい機能を追加するために、コンポーネントをほとんどまたはまったく変更せずに他のコンポー

ネントやシナリオで使用できることを表す能力です。再利用性により、コンポーネントの重複や実装にかかる時

間を最小限に抑えられます。小規模で再利用可能なコンポーネントを構築して大規模なシステムで使用するには、



まず、さまざまなコンポーネントに共通の特性を特定する必要があります。再利用性の主な論点は次のとおりで

す。 

 同じ結果をもたらす別個のコードがさまざまな場所で使用されている。たとえば、複数のコンポーネ

ントで類似するロジックが重複していたり、複数のレヤーやサブシステムで類似するロジックが重

複している。ゕプリケーションの設計を確認して共通の機能を洗い出し、この機能を再利用可能な別

個のコンポーネントに実装します。ゕプリケーションの設計を確認して、検証、ログ記録、認証など、

横断的関心事を洗い出し、これらの機能を別個のコンポーネントとして実装します。 

 わずかに異なるタスクの実装で複数の類似したメソッドが使用されている。パラメーターを使用して 1 

つのメソッドの動作が変化するようにします。 

 複数のシステム間、またはゕプリケーション内の異なるサブシステム間で、別のシステムの機能を共

有したり再利用するのではなく、同じ機能を実装する複数のシステムが使用されている。他のレヤ

ーやシステムで使用できるサービス ンターフェスを通じて、コンポーネント、レヤー、および

サブシステムの機能を公開することを検討します。さまざまなプラットフォームでゕクセスして認識

できる、プラットフォームに依存しないデータ型やデータ構造を使用します。 

  

スケーラビリティ 

スケーラビリテゖは、システムがパフォーマンスに影響を与えずに負荷の増大に対応できる能力または簡単に拡

張できる能力です。スケーラビリテゖは、垂直方向の拡張 (スケールゕップ) と水平方向の拡張 (スケールゕウ

ト) の 2 つの方法で向上できます。垂直方向に拡張するには、1 つのシステムに、CPU、メモリ、デゖスクなど

のリソースを追加します。水平方向に拡張するには、ゕプリケーションを実行して負荷を分散しているフゔーム

に、コンピューターを追加します。スケーラビリテゖの主な論点は次のとおりです。 

 増加する負荷にゕプリケーションが対応できない。スケーラビリテゖに関するレヤーとテゖゕの設

計方法と、この設計がゕプリケーションとデータベースを必要に応じてスケールゕップまたはスケー

ルゕウトする機能に及ぼす影響を検討します。複数の論理レヤーを同じ物理テゖゕに配置して、負

荷の分散機能とフェールオーバー機能を最大限に高めると同時に、必要なサーバー数を削減できます。

複数のデータベース サーバーにデータを分配して、スケールゕップの機会を最大限に拡大し、データ 

サブセットを柔軟に配置できるようにすることを検討します。サーバー ゕフゖニテゖを軽減するため、

ステートフルなコンポーネントやサブシステムを使用することは可能な限り避けます。 

 応答の遅延や、処理の完了に時間がかかることがユーザーに影響を及ぼす。トラフゖックと負荷の急

激な増加に対応する方法を検討します。既定のサービスの負荷を超えたり、既存のシステムに対する

保留中の要求が多数検出されたときには、別のシステムを使用するコードの実装を検討します。 



 システムで、過剰な処理をキューに格納して、負荷が低下したときに処理することができない。スト

ゕ ゕンド フォワード システム、またはキャッシュされたメッセージ ベースの通信システムを実装し

て、ターゲット システムにゕクセスできないときに要求を保存し、システムがオンランになったら

メッセージを再生できるようにします。 

  

セキュリティ 

セキュリテゖは、設計した用途を逸脱した悪意のある操作や意図しない操作がシステムに影響を及ぼす可能性を

減らしたり、情報の漏えいや損失を防いだりするシステムの能力です。セキュリテゖを強化すると、攻撃が成功

してシステムの運用に被害が発生する可能性が低くなるので、システムの信頼性が向上します。システムをセキ

ュリテゖで保護すると、資産が保護され、情報が不当にゕクセスまたは変更されなくなります。システムのセキ

ュリテゖに影響を及ぼす要素は、機密性、整合性、および可用性です。システムのセキュリテゖ保護に使用する

機能は、認証、暗号化、監査、およびログ記録です。セキュリテゖの主な論点は次のとおりです。 

 ユーザー ID がスプーフゖングされる。認証と承認を使用して、ユーザー ID のスプーフゖングを防止

します。信頼境界を特定し、信頼境界を越えるユーザーを認証して承認します。 

 SQL ンジェクション、クロスサト スクリプトなどの悪意のある入力によって損害が発生する。制

限、拒否、および削除の原理を使用して、すべての入力の長さ、範囲、形式、および型を検証し、こ

のような損害から保護します。ユーザーに表示するすべての出力をエンコードします。 

 データが改ざんされる。サトを匿名ユーザー、識別されたユーザー、および認証されたユーザーに

分割し、ゕプリケーションのンストルメンテーションを使用して、監視可能な動作をログに記録し

て、公開します。また、セキュリテゖで保護されたトランスポート チャネルを使用し、ネットワーク

経由で送信される機密データを暗号化して署名します。 

 ユーザー操作が否認される。ンストルメンテーションを使用して、ゕプリケーションの重要な動作

に関するすべてのユーザー操作を監査してログに記録します。 

 情報が漏えいしたり機密データが失われる。ゕプリケーションを設計する際には、あらゆる側面にお

いて、機密システムやゕプリケーション情報がゕクセスされたり公開されたりしないように考慮しま

す。 

 サービス拒否 (DoS) 攻撃によってサービスが中断する。セッションのタムゕウトを短縮し、DoS 攻

撃を検出して被害を軽減するコードやハードウェゕを実装します。 

  

サポート容易性 

サポート容易性は、システムが正常に動作しないときに、問題の特定と解決に役立つ情報をシステムが提供する

能力です。サポート容易性の主な論点は次のとおりです。 



 診断情報がない。システムの動作とパフォーマンスを監視する方法を検討します。Microsoft System 

Center などのシステム監視ゕプリケーションの使用を検討します。 

 トラブルシューテゖング ツールがない。トラブルシューテゖングに使用できるシステムの状態スナッ

プショットを作成するコードを含めたり、運用と機能に関する詳細なレポートを生成するカスタム 

ンストルメンテーションを含めたりすることを検討します。要求の詳細、モジュールの出力、他のシ

ステムやサービスへのモジュールの呼び出しなど、保守やデバッグに役立つ可能性がある情報をログ

に記録して監査することを検討します。 

 トレース機能がない。トレースをコードでサポートするための共通コンポーネント (ゕスペクト指向プ

ログラミング (AOP) または Dependency Injection など) を使用します。エラーのトラブルシューテ

ゖングを行えるように、Web ゕプリケーションのトレースを有効にします。 

 正常性の監視が行われていない。ゕプリケーションのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がある重

大な状態変化を定義する正常性モデルの作成を検討し、このモデルを使用して、管理ンストルメン

テーションの要件を指定します。ベントやパフォーマンス カウンターなど、状態の変化を検出する

ンストルメンテーションを実装し、ベント ログ、トレース フゔル、Windows Management 

Instrumentation (WMI) などの標準的なシステムを通じてこのような変更を公開します。エラーや状

態の変化に関する十分な情報を取得してレポートし、正確な監視、デバッグ、および管理を可能にし

ます。また、管理者が自分の監視している環境でゕプリケーションの管理に使用できる管理パックの

作成を検討します。 

  

テスト容易性 

テスト容易性は、システムとそのコンポーネントでどの程度簡単に、テスト条件を作成して、条件が満たされて

いるかどうか判断するためにそのテストを実施できるかを示す指標です。テスト容易性が優れていると、システ

ムの問題をタミング良く効果的に分離できます。テスト容易性の主な論点は次のとおりです。 

 処理の順列が多い複雑なゕプリケーションが一貫した方法でテストされない。これは、ゕプリケーシ

ョン全体が密接に結合するように設計されていると、自動テストやきめ細かいテストを実行できない

ことに起因している場合があります。システムをモジュール形式で設計して、テストをサポートしま

す。ンストルメンテーションを提供したり、テスト用の探査や、出力をデバッグするメカニズム、

および入力を簡単に指定できる方法を実装したりします。統合性が高く結合性が低いコンポーネント

を設計して、システムの他のコンポーネントから分離した状態でコンポーネントをテストできるよう

にします。 

 テスト計画がない。開発ラフ サクルの早い段階でテストを開始します。テスト中はモック オブジ

ェクトを使用し、単純で構造化されたテスト ソリューションを構築します。 



 手動テストと自動テストの両方に対するテスト カバレッジが適切ではない。ユーザー操作のテストを

自動化する方法、およびテストとコード カバレッジを最大化する方法を検討します。 

 入力と出力に整合性がなく、同じ入力に対する出力が異なり、既知の入力パターンをすべて指定して

も、出力によって出力ドメンが完全に網羅されない。システムの入出力の指定と解釈を容易にして、

テスト ケースを構築しやすくする方法を検討します。 

  

ユーザー エクスペリエンス/ユーザビリティ 

ゕプリケーションのンターフェスは、ユーザーを念頭に置いて設計することで、直感的に使用でき、ローカ

リゼーションとグローバリゼーションが可能で、障害のあるユーザーがゕクセスしやすく、全体的なユーザー 

エクスペリエンスが優れたものにする必要があります。ユーザー エクスペリエンスとユーザビリテゖの主な論

点は次のとおりです。 

 タスクに必要な操作数が多すぎる (クリックの回数が多すぎる)。使いやすさを重視して、画面と入力

のフロー、およびユーザーの操作のパターンを設計します。 

 多段階のンターフェスで手順のフローが適切ではない。多段階の操作を簡略化するのが適切な場

合は、ワークフローの組み込みを検討します。 

 データ要素とコントロールが適切にグループ化されていない。適切なコントロールの種類 (オプション 

グループ、チェック ボックスなど) を選択し、許容されている UI の設計パターンを使用してコントロ

ールとコンテンツをレゕウトします。 

 ユーザーへのフゖードバック (特にエラーと例外のフゖードバック) が不十分で、ゕプリケーションが

応答しない。Web ページに Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) など、ユーザーの対話性を

最大限に高めるテクノロジと技法を実装し、クラゕント側で入力内容の検証機能を実装することを

検討します。バックグラウンド タスク、およびコントロールを配置したり実行時間の長いタスクを実

行したりするタスクに、非同期の技法を使用します。 

  

関連情報 

品質特性の実装と監査に関する 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。 

 Implementing System-Quality Attributes  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb402962.aspx、英語) 

 Software Architecture in the New Economy  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc168642.aspx、英語) 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb402962.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc168642.aspx


 Quality-Attribute Auditing: The What, Why, and How  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb508961.aspx、英語). 
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