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横断的関心事 

概要 

多くのゕプリケーションの設計には、複数のレヤーとテゖゕにまたがる共通機能が含まれます。通常、このような

共通機能では、認証、承認、キャッシュ、通信、例外管理、ログ記録とンストルメンテーション、検証などの操作

をサポートします。このような機能は、ゕプリケーション全体に影響を及ぼすことから、一般に横断的関心事と呼ば

れ、できる限りコード内で 1 か所にまとめる必要があります。たとえば、ログ エントリを生成し、ゕプリケーショ

ン ログに書き込むコードが、複数のレヤーとテゖゕに分散されている場合に、これらの関心事に関する要件が変

更になると (ログの記録先が変更された場合など)、システム全体に分散されている関連コードを更新する必要があ

ります。ログ記録のコードを 1 か所まとめておけば、コードの一部分のみを変更するだけで、動作を変更できます。 

この章では、ゕプリケーションで横断的関心事が果たす役割を理解し、ゕプリケーション内で横断的関心事が使用さ

れる領域を特定するための情報を提供します。また、横断的関心事を設計する際の一般的な問題について説明します。

横断的関心事の機能はいくつかの手法を使用して処理できます。たとえば、patterns & practices の Enterprise 

Library などの一般的なラブラリや、メタデータを使用して横断的関心事のコードをコンパル済みの出力や実行

時中に直接挿入するゕスペクト指向プログラミング (AOP) のメソッドがあります。 

設計に関する一般的な考慮事項 

次のガドランは、横断的関心事を管理する際の重要なポントを理解するうえで役立ちます。 

 各レヤーで必要な機能を検証し、その機能を共通コンポーネント (場合によってはゕプリケーション

の各レヤー固有の要件に基づいて構成する汎用コンポーネント) に抽象化できる状況を検討します。

このようなコンポーネントは、他のゕプリケーションでも再利用できる可能性が高くなります。 



 ゕプリケーションのコンポーネントとレヤーの物理的な分散状態によっては、複数の物理レヤーに

横断的関心事のコンポーネントをンストールしなければならないことがあります。ただし、その場合

でも、再利用性と開発にかかる時間とコストは削減されるので、メリットを得られます。 

 Dependency Injection パターンを使用して、構成情報に基づいて、横断的関心事のコンポーネントを

ゕプリケーションに挿入することを検討します。このようにすると、ゕプリケーションの再コンパル

や再展開を必要としないで、各セクションで使用する横断的関心事のコンポーネントを容易に変更でき

ます。patterns & practices の Unity Library では、Dependency Injection パターンの包括的なサポ

ートを提供します。その他の一般的な Dependency Injection のラブラリには、StructureMap、

Ninject、Castle Windsor などがあります (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)。 

 柔軟に構成して、開発時間を短縮できるサードパーテゖ製のコンポーネント ラブラリを使用するこ

とを検討します。patterns & practices の Enterprise Library がその一例で、このラブラリには、

キャッシュ、例外管理、認証と承認、ログ記録、検証、および暗号化機能を実装するのに役立つゕプリ

ケーション ブロックが含まれています。また、ポリシーの挿入を実装するメカニズムと、依存関係の

挿入のコンテナーを実装する、さまざまな横断的関心事のソリューションを実装しやすくするメカニズ

ムも含まれています。Enterprise Library 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。Castle Project でも、共通ラブラリが提供されています 

(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)。 

 コードで明示に呼び出すのではなく、ゕスペクト指向プログラミング (AOP) の技法を使用して、横断

的関心事をゕプリケーションに実装することを検討します。patterns & practices の Unity メカニズ

ムと Enterprise Library の Policy Injection Application Block では、この手法がサポートされていま

す。その他の例としては、Castle Windsor や PostSharp があります (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)。 

 

設計に関する具体的な問題 

これ以降のセクションでは、ゕーキテクチャを開発する際に考慮すべき主な領域について説明し、各領域で一般的に

発生する問題を回避するためのガドランを提供します。 

 認証 

 承認 



 キャッシュ 

 通信 

 構成管理 

 例外管理 

 ログ記録とンストルメンテーション 

 状態管理 

 検証 

 

認証 

適切な認証方針を設計することは、ゕプリケーションのセキュリテゖと信頼性の両方において重要です。適切な認証

方針を設計して実装しないと、スプーフゖング攻撃、辞書攻撃、セッション ハジャックなどの攻撃に対して、ゕ

プリケーションが脆弱になる可能性があります。認証の方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 信頼境界を特定して、信頼境界を越えるユーザーと呼び出しを認証します。呼び出しがクラゕントだ

けでなく、サーバーでも認証される必要がある (相互認証) 可能性を考慮します。 

 強力なパスワードまたはパスワード フレーズの使用を強制します。 

 ゕプリケーション内に複数のシステムがあるか、ユーザーが同じ資格情報を使用して複数のゕプリケー

ションにゕクセスできるようにする必要がある場合は、シングル サンオン方針の利用を検討します。 

 プレーンテキストの状態でパスワードをネットワーク経由で送らないようにします。また、データベー

スやデータ ソースにプレーンテキストでパスワードを格納しないようにします。データベースやデー

タ ソースには、パスワードのハッシュを格納します。 

 

認証方針の設計と認証方針を実装する技法の詳細については、この章の最後の「関連情報」を参照してください。 

承認 

適切な承認方針を設計することは、ゕプリケーションのセキュリテゖと信頼性の両方において重要です。適切な承認

方針を設計して実装しないと、情報漏えい、データの改ざん、および特権の昇格に対して、ゕプリケーションが脆弱

になる可能性があります。承認の方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 信頼境界を特定して、信頼境界を越えるユーザーと呼び出し元を承認します。 



 ID、グループ、または役割に基づいて、呼び出し元を承認することで、リソースを保護します。可能で

あれば、使用する役割の数を制限することで、粒度を最小限に抑えます。 

 ビジネスにおける決定には役割ベースの承認を使用することを検討します。役割ベースの承認は、ユー

ザーをグループ (役割) に分割し、個々のユーザーではなく各役割にゕクセス許可を設定するために使

用します。このような承認を行うと、管理対象が多数のユーザーではなく、それよりも少数の役割にな

るので、管理が容易になります。 

 システムの監査にはリソース ベースの承認を使用することを検討します。リソース ベースの承認では、

リソース自体にゕクセス許可を設定します。たとえば、Windows リソースのゕクセス制御リスト 

(ACL) では、元の呼び出し元の ID に基づいてリソースへのゕクセス権を決定します。WCF でリソー

ス ベースの承認を使用する場合は、クラゕントまたはプレゼンテーション レヤー、WCF サービ

ス レヤー経由で、リソースにゕクセスするビジネス ロジック コードに元の呼び出し元を偽装する必

要があります。 

 ID、役割、許可、権利などの要素の情報の組み合わせに基づく、統合された承認をサポートする必要が

ある場合は、クレーム ベースの承認を使用することを検討します。クレーム ベースの認証を使用する

と、承認と認証のメカニズムから承認の規則を分離しやすくする追加の抽象化のレヤーが提供されま

す。たとえば、証明書またはユーザー名とパスワードの資格情報を使用してユーザーを認証し、そのク

レーム セットをサービスに渡して、リソースへのゕクセスを決定できます。 

 

承認方針の設計、および承認方針の実装技法の詳細については、この章の最後の「関連情報」を参照してください。 

キャッシュ 

キャッシュを使用すると、ゕプリケーションのパフォーマンスと応答性が向上します。ただし、キャッシュ方針が適

切に設計されていないと、パフォーマンスと応答性が損なわれる可能性があります。キャッシュは、データ検索処理

の最適化、ネットワーク ラウンド トリップの回避、および不要に重複する処理の回避に使用します。キャッシュを

実装するときには、キャッシュ データを読み込むタミングと、有効期限が切れたキャッシュ データを削除する方

法とタミングを決める必要があります。クラゕント側での遅延を回避するには、非同期またはバッチ処理を使用

して、よく使用されるデータをキャッシュにあらかじめ読み込みます。キャッシュの方針を設計する際には、次のガ

ドランを考慮します。 

 適切なキャッシュ先を選択します。ゕプリケーションが Web フゔームに配置される場合は、同期する

必要があるローカル キャッシュは使用せず、トランザクション リソース マネージャー (Microsoft® 

SQL Server® など) または分散キャッシュがサポートされる製品 (Danga Interactive の 



Memcached や Velocity というコード名のマクロソフトのプロジェクトなど) の使用を検討します 

(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)。 

 メモリ内のキャッシュを使用する場合は、すぐに使用できる形式でデータをキャッシュすることを検討

します。たとえば、データベースのデータをそのままキャッシュするのではなく、特定のオブジェクト

を使用します。また、メモリ内キャッシュの実装には、Microsoft Velocity を使用することを検討しま

す。 

 揮発性データはキャッシュしないようにし、機密データは暗号化しない限りキャッシュしないようにし

ます。 

 キャッシュ内のデータは削除されている可能性があるので、キャッシュ内にデータが存在していること

をあてにしないようにします。ソースから項目を再度読み込むなど、キャッシュ エラーを処理するメ

カニズムを実装します。 

 複数のスレッドからキャッシュにゕクセスする場合は、特に注意します。複数のスレッドを使用してい

る場合は、一貫性が保たれるように、キャッシュへのすべてのゕクセスがスレッド セーフになるよう

にします。 

 

キャッシュ方針の設計の詳細については、この章の「キャッシュの設計手順」を参照してください。 

通信 

通信は、複数のレヤーやテゖゕにまたがるコンポーネント間のやり取りに関する領域です。選択するメカニズムは、

ゕプリケーションでサポートする必要がある配置シナリオによって決まります。通信メカニズムを設計する際には、

次のガドランを考慮します。 

 物理境界またはプロセス境界を越える通信ではメッセージ ベースの通信を使用し、プロセス内 (論理境

界しか越えない) 通信ではオブジェクト ベースの通信を使用することを検討します。ラウンド トリッ

プを削減し、物理境界とプロセス境界を越える通信のパフォーマンスを向上するには、通信回数は少な

く、1 回の通信でやり取りされる情報量は多い、粒度の粗い (chunky な) ンターフェスを設計し

ます。ただし、必要に応じて、粒度の細かい (chatty な) ンターフェスを公開してプロセス内呼び

出しで使用できるようにすることと、これらの呼び出しを粒度の粗いフゔサードでラップして、物理境

界やプロセス境界を越えるフゔサードにゕクセスするプロセスで使用できるようにすることを検討しま

す。 

 メッセージが特定の順序で受信される必要がなく、相互に依存していない場合は、処理や UI スレッド

がブロックされないように、非同期通信を使用することを検討します。 



 Microsoft Message Queuing を使用して、システムまたはネットワークの中断やエラー発生時に後で

配信できるように、メッセージをキューに登録することを検討します。メッセージ キューでは、トラ

ンザクション処理されたメッセージ配信を実行することが可能で、信頼できる 1 回限りの配信がサポ

ートされます。 

 ンターネット通信には HTTP、ントラネット通信には TCP など、適切な転送プロトコルを選択し

ます。適切なメッセージ交換パターン、接続ベースの通信にするかコネクションレス通信にするか、信

頼性の保証レベル (サービス レベル ゕグリーメントなど)、および認証メカニズムを決定する方法を検

討します。 

 暗号化、デジタル証明書、およびチャネル セキュリテゖ機能を使用して、通信中のメッセージと機密

データを確実に保護します。 

 

通信方針の設計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。 

構成管理 

適切な構成管理メカニズムを設計することは、ゕプリケーションのセキュリテゖと柔軟性の両方において重要です。

適切に設計しないと、ゕプリケーションがさまざまな攻撃に対して脆弱になる可能性があり、ゕプリケーションの管

理オーバーヘッドの発生にもつながります。構成管理を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 外部から構成できる必要がある設定を慎重に検討します。各構成設定に実際のビジネス ニーズがある

ことを確認し、その要件を満たすために最小限必要な構成オプションを提供します。外部から構成でき

る設定を必要以上に提供すると、複雑なシステムになり、不適切な構成のためにセキュリテゖ侵害や誤

動作が発生しやすくなる可能性があります。 

 構成情報を一元的に格納して、起動時にダウンロードまたはユーザーに適用するかどうかを決定します 

(たとえば、Active Directory グループ ポリシーを使用して、この動作を実現します)。構成情報への

ゕクセスを制限する方法を検討します。最小特権のプロセスとサービス ゕカウントの使用を検討しま

す。また、構成ストゕに格納する機密情報は暗号化します。 

 構成ゕテムの適用先 (ユーザー、ゕプリケーション設定、または環境設定) に基づいて構成ゕテム

を論理セクションに分類します。このように分類すると、ユーザー グループごとに、または複数の環

境用に異なる設定をサポートする必要がある場合に、構成を分けやすくなります。 

 ゕプリケーションに複数のテゖゕがある場合は、構成ゕテムを論理セクションに分類します。サーバ

ー ゕプリケーションが Web フゔームで実行される場合は、共通の構成と、ゕプリケーションが実行さ



れるコンピューターに固有の構成を決定します。そのうえで、各セクションに適した構成ストゕを選択

します。 

 構成情報を編集する管理 UI を別個に用意します。 

 

例外管理 

適切な例外管理方針を設計することは、ゕプリケーションのセキュリテゖと信頼性の両方において重要です。適切に

設計しないと、ゕプリケーションで発生した問題の診断と解決が非常に困難になります。また、ゕプリケーションが

サービス拒否攻撃 (DoS) に対して脆弱になる可能性もあり、機密情報や重要な情報が漏えいする可能性があります。

例外の生成と処理は負荷の高いプロセスなので、パフォーマンスの問題も考慮して設計することが重要です。適切な

手法は、ゕプリケーションで使用する一元化された例外管理メカニズムを設計することです。また、Microsoft 

System Center などのエンタープラズ レベルの監視システムをサポートできるように、例外管理システム内のゕ

クセスポント (WMI ベントなど) を提供することを検討します。例外管理の方針を設計する際には、次のガ

ドランを考慮します。 

 例外をラップまたは置換する適切な例外の伝達方針を設計するか、必要に応じてさらに情報を追加しま

す。たとえば、例外の境界レヤーへの伝播を許可し、次のレヤーに渡される前に、必要に応じて境

界レヤーでログ記録や変換が実行されるようにします。エラーとフォールトの根本原因を分析しやす

くするため、異なるレヤーで発生した関連する例外を関連付けられるように、コンテキスト ID を含

めることを検討します。また、ハンドルされていない例外にも対応するような設計にする必要がありま

す。ハンドルできないか、情報を追加する必要がない限り、内部例外はキャッチしないようにします。

また、例外を使用してゕプリケーション フローを制御しないようにします。 

 エラーが発生しても、ゕプリケーションが不安定な状態にならず、例外によってゕプリケーションから

機密情報やプロセスの詳細が漏えいすることがないようにします。適切に回復することを保証できない

場合は、不明 (おそらく不適切) な状態でゕプリケーションを実行し続けるのではなく、ハンドルされ

ていない例外が発生した場合はゕプリケーションが停止できるようにします。 

 重大なエラーと例外についてのログ記録と通知に関する適切な方針を設計して、例外に関する十分な詳

細情報をログに記録し、サポート スタッフがシナリオを再現できるようにします。ただし、例外メッ

セージやログ フゔルで機密情報が開示されないように留意します。 

 

例外管理方針の設計の詳細については、この章の「例外管理の設計手順」を参照してください。 



ログ記録とインストルメンテーション 

適切なログ記録とンストルメンテーションの方針を設計することは、ゕプリケーションのセキュリテゖと信頼性の

両方において重要です。適切に設計しないと、ユーザーが自身の操作を否定する否認の脅威に対してゕプリケーショ

ンが脆弱になる可能性があり、不正行為を証明するために訴訟においてログ フゔルが必要になる可能性がありま

す。ゕプリケーションの複数のレヤーにまたがる動作を監査してログに記録します。これは、疑わしい動作を検出

し、深刻な攻撃の初期の兆候を捉えるうえで有効です。通常、監査は、監査情報がリソースへのゕクセスと同じタ

ミングで生成され、リソースにゕクセスした同じルーチンで生成された場合に、最も確実だと見なされます。ンス

トルメンテーションは、パフォーマンス カウンターとパフォーマンス ベントを使用して実装することが可能で、

ゕプリケーションの状態、パフォーマンス、および正常性についての情報を管理者に提供します。ログ記録とンス

トルメンテーションの方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 システム クリテゖカルなベントとビジネス クリテゖカルなベントをキャプチャする、一元的なロ

グ記録とンストルメンテーションのメカニズムを設計します。ログ記録とンストルメンテーション

の粒度が細かくなりすぎないようにします。ただし、追加情報を取得してデバッグに役立つように、実

行時に構成できる追加のログ記録とンストルメンテーションを利用することも検討します。 

 安全なログ フゔル管理ポリシーを作成します。ログ フゔルには機密情報を保存しないようにして、

ログ フゔルが不当にゕクセスされないように保護します。ゕプリケーション レヤーをまたいで監

査およびログ記録のデータにゕクセスする方法とデータを渡す方法を検討します。ログ記録エラーは抑

制しながら、適切にハンドルします。 

 ログ シンク (トレース リスナー) を構成できるようにして、配置環境の要件に合わせて実行時に変更で

きるようにすることを検討します。patterns & practices の Enterprise Library などのラブラリは、

ゕプリケーションにログ記録とンストルメンテーションを実装する場合に便利です。その他によく利

用される Dependency Injection のラブラリには、NLog や log4net があります (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)。 

 

ログ記録とンストルメンテーションの詳細については、この章の「例外管理の設計手順」を参照してください。 

状態管理 

状態管理は、プロセスのコンポーネント、操作、またはステップの状態を表すデータの維持に関する領域です。状態

データの維持には、さまざまな形式とストゕを使用できます。状態管理メカニズムの設計は、ゕプリケーションのパ

フォーマンスに影響を及ぼすことがあります。わずかな状態情報しか維持しない場合でも、パフォーマンスとゕプリ



ケーションのスケーラビリテゖに悪影響を及ぼす可能性があるので、 必要なデータのみを維持し、状態の管理に利

用できるオプションを理解する必要があります。状態管理のメカニズムを設計する際には、次のガドランを考慮

します。 

 状態管理では、できる限り無駄を省き、状態の維持に必要な最小限のデータを保持します。 

 プロセス境界やネットワーク境界をまたいで状態データを維持する必要がある場合は、状態データがシ

リゕル化されるようにします。 

 適切な状態ストゕを選択します。プロセスとメモリ内に状態を保存すると、最高のパフォーマンスを得

られますが、この技法は、プロセスやシステムを再起動した場合に状態を維持する必要がない場合にし

か利用できません。プロセスやシステムの再起動後も、状態が維持されるようにするには、ローカル 

デゖスクまたはローカルの SQL Server で状態を維持します。ゕプリケーションで状態が非常に重要な

場合や、複数のコンピューター間で状態を共有する場合は、SQL Server など集中管理された場所に状

態情報を保存することを検討します。 

 

検証 

効果的な検証メカニズムを設計することは、ゕプリケーションのユーザビリテゖと信頼性の両方において重要です。

適切に設計しないと、ゕプリケーションがデータの不整合やビジネス ルールの違反に対して脆弱になり、ユーザー 

エクスペリエンスが低下します。また、入力が適切に検証されないと、クロス サト スクリプト攻撃、SQL ンジ

ェクション攻撃、バッフゔのオーバーフロー、その他の種類の入力による攻撃などのセキュリテゖの問題に対してゕ

プリケーションが脆弱になる場合があります。残念ながら、有効な入力と悪意のある入力とを区別できる標準的な定

義はありません。また、ゕプリケーションで入力を使用する方法も、脆弱性の悪用に関するリスクに影響します。検

証のメカニズムを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 できる限り、無効な入力の条件を定義するのではなく、受け入れられる入力を具体的に定義した許可一

覧を使用するように検証システムを設計します。後で、禁止一覧の範囲を狭めるよりも、許可一覧の範

囲を広げる方がはるかに簡単です。 

 セキュリテゖ チェックについては、クラゕント側の検証だけに頼らないようにします。クラゕン

ト側の検証は、ユーザーにフゖードバックを返し、ユーザー エクスペリエンスを向上するために使用

します。クラゕント側の検証は容易にバパスできるため、正しくない入力や悪意のある入力のチェ

ックには、必ずサーバー側の検証を使用します。 

 検証手法を再利用できる場合は、別個のコンポーネントにまとめるか、patterns & practices が提供し

ている Enterprise Library の Validation Block など、サードパーテゖ製のラブラリを使用すること



を検討します。このようにすると、ゕプリケーションのレヤーとテゖゕ全体で一貫性のある検証メカ

ニズムを適用できます。 

 必ずユーザーの入力を制限、拒否、および一部削除します。つまり、すべてのユーザーの入力が悪意の

ある入力だと仮定します。信頼境界を特定し、信頼境界を越えるすべての入力データについて、長さ、

形式、型、および範囲を検証します。 

 

検証方針の設計に関する詳細については、この章の「入力とデータ検証の設計手順」を参照してください。 

キャッシュの設計手順 

キャッシュは、パフォーマンスを最大限に高めるうえで、きわめて重要な役割を果たします。ただし、不適切な技法

を適用するとパフォーマンスが低下する可能性があるため、適切なキャッシュ方針を設計することが重要です。次の

手順は、ゕプリケーションに適切なキャッシュ方針を設計するうえで役立ちます。 

手順 1 – キャッシュするデータを決定する 

ゕプリケーション設計の一環として、キャッシュに適したデータを決定することが重要です。ゕプリケーションの各

レヤーで、キャッシュするデータの一覧を作成します。次の種類のデータをキャッシュすることを検討します。 

 アプリケーション全体に関係するデータ: ゕプリケーションの全ユーザーに適用される、比較的静的な

データをキャッシュすることを検討します。たとえば、製品一覧や製品情報です。 

 比較的静的なデータ: 完全に静的であるか、頻繁に変更されないデータをキャッシュすることを検討し

ます。たとえば、定数、構成やデータベースから読み取られる固定値です。 

 比較的静的な Web ページ: Web ページの出力または頻繁に変更されない Web ページのセクションを

キャッシュすることを検討します。 

 ストアド プロシージャーのパラメーターとクエリ結果: 頻繁に使用されるクエリ パラメーターとクエ

リ結果をキャッシュすることを検討します。 

 

手順 2 – データのキャッシュ先を決定する 

データのキャッシュ先を決める場合、通常、キャッシュの物理的な場所と論理的な場所の 2 つについて検討します。 

物理的な場所は、メモリ内、またはフゔルかデータベースを使用したデゖスク上の場所になります。メモリ内キャ

ッシュは、ASP.NET のキャッシュ メカニズム、Enterprise Library の Caching Application Block、または分散メ



モリ内キャッシュ メカニズム (Velocity というコード名のマクロソフトのプロジェクトや Danga Interactive の 

Memcached テクノロジ) を使用して実行できます。メモリ内キャッシュは、データがゕプリケーションで頻繁に使

用される場合、キャッシュされるデータの揮発性が比較的強く、頻繁に再取得する必要がある場合、およびキャッシ

ュされるデータの量が比較的少ない場合に有効な選択肢です。フゔル システム ベースのキャッシュやデータベー

ス キャッシュは、元のストゕからデータを取得するよりも、キャッシュ ストゕのデータにゕクセスした方が効率的

な場合、キャッシュされるデータの揮発性が比較的弱い場合、およびデータを再取得するサービスが常時利用できる

とは限らない場合に有効な選択肢です。デゖスク ベースの手法は、キャッシュするデータの量が比較的多い場合や、

プロセスやコンピューターの再起動後もキャッシュされたデータが維持される必要がある場合にも適しています。 

キャッシュの論理的な場所は、ゕプリケーション ロジック内の場所を表します。処理とネットワーク ラウンド ト

リップを最小限に抑え、ゕプリケーションのパフォーマンスと応答性を最大限に高めるには、データが使用される場

所からできる限り近い場所にデータをキャッシュすることが重要です。キャッシュ データの論理的な場所を決める

際には、次のガドランを考慮します。 

 データがページやユーザー固有のもので、機密情報を含まず、軽量である場合は、クラゕント側にキ

ャッシュすることを検討します。 

 クラゕントによって頻繁に要求される比較的静的なページがある場合や、一定の頻度でページが更新

される場合、または結果が Web サービスから返される場合は、プロキシ サーバーまたは (Web ゕプ

リケーションの) Web サーバーにキャッシュすることを検討します。また、頻繁に変更されない 

HTTP パラメーターに基づいて異なる出力を生成できるページがある場合にも、この手法の使用を検討

します。出力の範囲が狭い場合に、これは特に有効です。 

 比較的静的なページ出力がある場合、少数のユーザーのユーザー設定に関する少量のデータがある場合、

または作成に高い負荷がかかる UI コントロールがある場合は、プレゼンテーション レヤーにデータ

をキャッシュすることを検討します。また、製品一覧や製品情報など、ユーザーに対して表示する必要

があって、作成に高い負荷がかかるデータがある場合も、この手法の使用を検討します。 

 サービス、ビジネス プロセス、またはワークフローの状態を維持する必要がある場合、または比較的

静的なデータがプレゼンテーション レヤーからの要求の処理に必要で、このデータの作成に高い負

荷がかかる場合は、ビジネス レヤーにデータをキャッシュすることを検討します。 

 コレクション内で頻繁に呼び出されるストゕド プロシージャーに入力パラメーターがある場合、また

は頻繁に実行されるクエリから返される少量の生データがある場合は、データ レヤーにデータをキ

ャッシュすることを検討します。また、型指定されたデータセットのスキーマも、データ レヤーに

キャッシュすることを検討します。 



 結果セットを取得するために膨大なクエリ処理を必要とするデータについては、データベース内の別の

テーブルにキャッシュすることを検討します。これは、パフォーマンスを向上するために、ページング 

メカニズムを実装して表示するデータのセクションを読み取るという、キャッシュするデータの量が膨

大な場合にも適しています。 

 

手順 3 – キャッシュするデータの形式を決定する 

キャッシュする必要があるデータを決定し、データをキャッシュする場所を決めたら、次はキャッシュされたデータ

の形式を決める必要があります。データをキャッシュするときには、目的の用途に最適な形式で保存し、追加または

繰り返しの処理や変換が不要になるようにします。このようなことを考慮してキャッシュされたデータは、メモリ内

キャッシュを使用してデータをキャッシュしなければならない場合、複数のプロセスやコンピューターでキャッシュ

を共有する必要がない場合、キャッシュされたデータを複数のメモリの場所の間で転送する必要がない場合、および 

DataSet、DataTable、Web ページなど生データをキャッシュする必要がない場合に有効です。 

キャッシュされたデータを保存または転送する必要がある場合は、シリゕル化の要件を検討します。キャッシュされ

たデータのシリゕル化は、デゖスク ベースのキャッシュにデータをキャッシュするか、別個のサーバーまたは SQL 

Server データベースにセッション状態を保存する場合に有効です。この手法は、複数のプロセスやコンピューター

でキャッシュを共有する場合、複数のメモリの場所の間でキャッシュを転送する場合、またはカスタム オブジェク

トをキャッシュする場合にも有効です。データのシリゕル化には、XML シリゕラザーまたはバナリ シリゕラ

ザーを使用できます。XML シリゕラザーは、相互運用性が重要な関心事である場合に、有効な選択肢です。パフ

ォーマンスが重要な関心事である場合は、バナリ シリゕラザーの使用を検討します。 

手順 4 – 適切なキャッシュ管理方針を決定する  

適切なキャッシュの有効期限とキャッシュのフラッシュ ポリシーを決定する必要があります。有効期限とフラッシ

ュは、キャッシュ ストゕからキャッシュされたデータを削除することに関係があります。フラッシュでは、使用頻

度の高い項目をキャッシュする領域を空けるために、有効なキャッシュ項目を削除する場合があります。一方、有効

期限では、無効で有効期限が切れた項目を削除します。ただし、すべてのキャッシュ実装で、これらのオプションが

すべて利用できるわけではないため、基盤のキャッシュ システムの機能を確認する必要があります。 

キャッシュ内のデータと項目の妥当性を維持するため、キャッシュの有効期限に関する方針を設計します。キャッシ

ュの有効期限ポリシーを決める際には、次の情報を参考に時間ベースの有効期限と通知ベースの有効期限の両方につ

いて検討します。 



 時間ベースの有効期限ポリシーでは、キャッシュされたデータは、相対的または絶対的な間隔に基づい

て有効期限切れまたは無効になります。これは、キャッシュ データが揮発性データである場合、キャ

ッシュされたデータが定期的に更新される場合、またはキャッシュされたデータが特定の時間や間隔に

おいてのみ有効である場合に、有効な選択肢です。時間ベースの有効期限ポリシーを使用する場合は、

絶対時間での有効期限ポリシーか相対時間での有効期限ポリシーを選択できます。絶対時間での有効期

限ポリシーでは、キャッシュされたデータの有効期限が切れる時刻を指定して、キャッシュされたデー

タのラフタムを定義できます。一方、相対時間での有効期限ポリシーでは、キャッシュされたデー

タが最後にゕクセスされた時間から有効期限が切れる時間までの間隔を指定して、キャッシュされたデ

ータのラフタムを定義できます。 

 通知ベースの有効期限ポリシーでは、キャッシュされたデータが内部または外部ソースからの通知に基

づいて有効期限切れまたは無効になります。これは、非揮発性のキャッシュ データを扱っている場合、

キャッシュされたデータが一定の間隔で更新されない場合、またはデータが外部または内部のシステム

で変更されない限り有効な場合に、有効な選択肢です。一般的な通知ソースは、デゖスク フゔルの

書き込み、WMI ベント、SQL Server の依存関係の通知、およびビジネス ロジックの操作です。通

知により、依存関係のあるキャッシュ項目が有効期限切れまたは無効にされます。 

 

キャッシュのフラッシュ方針は、記憶域、メモリなどのリソースが効率よく使用されるように設計します。キャッシ

ュのフラッシュ方針を決める際には、次の情報を参考に明示的なフラッシュまたは清掃を選択します。 

 明示的なフラッシュ: 項目がフラッシュして削除するタミングを決める必要があります。これは、破

損したか古いキャッシュ データを削除するシナリオをサポートする必要がある場合、清掃をサポート

しないカスタム ストゕを使用している場合、またはデゖスク ベースのキャッシュを使用している場合

に有効な選択肢です。 

 清掃: 項目を清掃する条件とヒューリステゖックを決める必要があります。これは、システム リソース

が不足してきたときに自動的に清掃を有効にする場合、ほとんど使用されないか重要でない項目をキャ

ッシュから自動的に削除する場合、またはメモリ ベースのキャッシュを使用している場合に、有効な

選択肢です。 

 

一般的に使用される清掃のヒューリステゖックは、次のとおりです。 

 最近、最も使われていないもの: このゕルゴリズムでは、使用されていない期間が最も長い項目が清掃

されます。 



 最も使われていないもの: このゕルゴリズムでは、読み込まれてからの使用頻度が最も低い項目が清掃

されます。 

 優先度: このゕルゴリズムでは、キャッシュされた項目に優先順位を付けて、キャッシュの清掃時に最

も優先順位が高い項目を維持するようにキャッシュに指示します。 

 

手順 5 – キャッシュ データを読み込む方法を決定する 

適切なキャッシュの読み込み方法を選択することは、ゕプリケーションのパフォーマンスと応答性を最大限に高める

うえで役立ちます。キャッシュにデータを設定する方法を決める際には、ゕプリケーションの起動時やキャッシュの

初期読み込み時に利用する必要があるデータの量と、ゕプリケーションの起動時間とパフォーマンスへの影響を考慮

します。たとえば、ゕプリケーションの起動時にはにキャッシュにデータを事前に読み込むことも、必要になった場

合にのみデータを取得してキャッシュすることもできます。ゕプリケーションの起動時にデータをキャッシュに読み

込むと、ゕプリケーションの応答性は向上しますが、起動時間が長くなります。一方、データの初回ゕクセス時にデ

ータをキャッシュに読み込む場合、ゕプリケーションの起動時間は短くなりますが、初期の応答性は低下します。 

キャッシュへのデータ設定に関する方針を設計する際には、次の情報を参考にプロゕクテゖブ読み込みまたはリゕク

テゖブ読み込みを使用します。 

 ゕプリケーションの起動時に必要なデータをすべて取得し、ゕプリケーションの実行中にデータをキャ

ッシュする場合は、プロゕクテゖブ読み込みを選択します。プロゕクテゖブ読み込みは、キャッシュさ

れたデータが比較的静的であるか、更新頻度、ラフタム、およびサズが把握できている場合に有

効な選択肢です。データのサズがわからない場合、データをすべて読み込むとシステム リソースが

枯渇する可能性があります。また、キャッシュ データのソースが低速なデータベースであるか、デー

タが低速なネットワーク経由または信頼性の低い Web サービスから取得される場合にも有効です。 

 ゕプリケーションから要求されたときにデータを取得し、それ以降の要求で使用できるようにデータを

キャッシュする場合は、リゕクテゖブ読み込みを選択します。リゕクテゖブ読み込みは、キャッシュ 

データの揮発性が比較的高い場合、キャッシュ データのラフタムが不明な場合、キャッシュ デー

タの量が多い場合、およびキャッシュ データのソースの信頼性と応答性が高い場合に有効な選択肢で

す。 

 



例外管理の設計手順 

例外管理の方針が堅牢で適切に設計されていると、ゕプリケーションの設計を簡略化して、セキュリテゖと管理性を

向上できます。また、ゕプリケーションが開発しやすくなり、開発にかかる時間とコストを削減できます。次の手順

は、ゕプリケーションに適切な例外管理方針を設計するうえで役立ちます。 

手順 1 – ハンドルする例外を特定する 

ゕプリケーションの例外管理を設計する際には、ハンドルする例外を特定することが重要です。ゕクセス許可がない

システム リソースにゕクセスしたユーザーによって生成された例外、デゖスク、CPU、またはメモリの問題に起因

するシステム エラーなど、システム例外やゕプリケーション例外をハンドルする必要があります。また、ハンドル

するビジネス例外も特定する必要があります。たとえば、ビジネス ルール違反などのゕクションによって発生した

例外が、これに該当します。 

手順 2 – 例外の検出方針を決定する 

ゕプリケーション全体で一貫性して構造化例外処理が使用されるように、設計で規定する必要があります。これによ

り、一貫性がない状態になる可能性が低い、より堅牢なゕプリケーションを作成できます。構造化例外処理では、コ

ード内で発生したエラーを検出し、エラーに適宜対応するために、try、catch、および finally ブロックを使用して

例外を管理する手段を提供します。 

例外の検出について検討する際には、ログに記録する例外の詳細情報を収集する場合、例外に付加情報を追加する場

合、コード ブロック内で使用されたリソースをクリーンゕップする場合、または例外から回復するための操作を再

試行する場合にのみ、例外をキャッチすることが重要です。これらの作業を実行する必要がない場合は、例外をキャ

ッチせずにコール スタック内を伝播できるようにします。 

手順 3 – 例外の伝播方針を決定する 

以下の例外の伝播方針について検討します。ゕプリケーションは、各コンテキストの要件に応じて、これらの方針の

いずれかまたはすべてを組み合わせて使用できます (使用する必要があります)。 

 例外の伝播を許可する: この方針は、ログに記録する例外の詳細情報の収集、例外への関連情報の追加、

使用されたリソースのコード ブロック内でのクリーンゕップ、または例外からの回復操作の再試行が

必要ない場合に有効です。例外がコード スタック内を伝播できるようにします。 



 例外をキャッチして再スローする: この方針では、例外をキャッチし、その他の処理を実行して、例外

を再度スローします。通常、この手法では、例外情報はそのまま維持されます。この方針は、リソース

をクリーンゕップする必要がある場合、例外情報をログに記録する必要がある場合、またはエラーから

回復を試みる必要がある場合に有効です。 

 例外をキャッチし、ラップし、スローする: この方針では、汎用例外をキャッチし、リソースをクリー

ンゕップするか他の関連処理を実行して、例外に対応します。エラーから回復できない場合は、例外を

呼び出し元との関連性がより高い別の例外でラップし、この新しい例外をスローして、コード スタッ

ク内の上位のコードで処理できるようにします。この方針は、例外の関連性を維持する場合や例外をハ

ンドルするコードに追加情報を提供する場合、またはその両方を行う場合に有効です。 

 例外をキャッチして破棄する: これは推奨される方針ではありませんが、特定のシナリオでは適してい

る場合があります。例外をキャッチして、通常どおりゕプリケーションの実行を続けます。必要に応じ

て、例外をログに記録して、リソースのクリーンゕップを実行できます。この方針は、ログがいっぱい

になったときに生成される例外など、ユーザーの操作に影響しないシステム例外に有効な場合がありま

す。 

 

手順 4 – カスタムの例外方針を決定する 

カスタム例外を設計する必要があるのか、標準の .NET Framework の例外の種類だけで対応できるのかを検討しま

す。例外階層または .NET Framework に適切な例外がある場合は、カスタム例外は使用しません。ただし、条件ロ

ジックを使用しないように、ゕプリケーションが特定の例外を検出して処理する必要がある場合、または特定の要件

に合わせて追加情報を含める必要がある場合は、カスタム例外を使用します。 

カスタム例外クラスを作成する必要がある場合は、クラス名の最後に必ず Exception という単語を付けます。また、

シリゕル化コンストラクターも含め、カスタム例外クラス用の標準のコンストラクターを実装します。これは、標準

の例外メカニズムと統合するうえで重要です。カスタム例外を実装するには、適切でより汎用的な例外から派生させ

て、要件に合うように例外を特殊化します。 

一般に、例外管理方針を設計する場合は、例外階層を作成して、その中でカスタム例外を整理します。これは、問題

をすばやく分析したり追跡するのに役立ちます。カスタム例外では、例外が発生したレヤー、例外が発生した可能

性があるコンポーネント、および発生した例外の種類 (セキュリテゖ、システム、またはビジネス例外) についての

情報を提供する必要があります。 

ゕプリケーションの例外階層は、ゕプリケーション コードのどこからでも参照できる単一のゕセンブリにまとめて

保存することを検討します。このようにすると、一元的な例外クラスの管理と配置が可能になります。また、境界を



またいで例外をマーシャリングする方法についても検討します。.NET Framework の Exception クラスでは、シリ

ゕル化をサポートしています。カスタムの例外クラスを設計する際は、シリゕル化もサポートするようにします。 

手順 5 – 収集する適切な情報を決定する 

例外のハンドルする際に最も重要になる要素の 1 つは、例外情報を収集するための確かな方針です。キャプチャさ

れる情報は、例外の状態を正確に表している必要があります。また、例外情報を見るユーザーにとって適切で有用な

情報である必要もあります。通常、ユーザーは、エンド ユーザー、ゕプリケーション開発者、およびオペレーター

の 3 つのカテゴリのいずれかに分類されます。シナリオと個々のコンテキストを調べて、対象ユーザーを分析しま

す。 

エンド ユーザーには、意味があり、適切に表現された説明が必要です。エンド ユーザーに提示する例外情報を収集

する場合は、エラーの性質を示すわかりやすいメッセージと、必要に応じてエラーから回復する方法についての情報

を提供することを検討します。ゕプリケーション開発者には、問題の診断に役立つ、より詳細な情報を提供する必要

があります。 

ゕプリケーション開発者に表示する例外情報を収集する場合は、例外が発生した正確な位置と、例外の種類や例外が

発生したときのシステムの状態など、例外についての詳細を必ず提供します。オペレーターには、適切に対応し、必

要な回復手順を実行できるようにする関連情報を提供する必要があります。オペレーターに表示する例外情報を収集

する場合は、通知が必要なユーザーをオペレーターが特定できるようにする例外の詳細とナレッジ、および問題の解

決に必要な情報を提供することを検討します。 

例外情報を受け取るユーザーのカテゴリに関係なく、詳細な例外情報を提供することは有益です。情報はログ フゔ

ルに保存して、後で検証できるように、また例外の発生頻度と詳細を分析できるようにします。既定では、少なく

とも、発生日時、コンピューター名、例外のソースと種類、例外メッセージ、スタックとコール トレース、ゕプリ

ケーション ドメン名、ゕセンブリの名前とバージョン、スレッド ID、およびユーザーの詳細をキャプチャします。 

手順 6 – 例外のログ記録の方針を決定する 

例外情報のログ記録には、さまざまなオプションを利用できます。次の重要な検討事項は、ログ記録のオプションを

選択するうえで役立ちます。 

 ゕプリケーションを 1 台のコンピューターに配置する場合、既存のツールを利用してログを参照する

必要がある場合、または信頼性が最大の関心事である場合は、Windows ベント ログまたは 

Windows Eventing 6.0 を選択します。 



 ゕプリケーションをフゔームまたはクラスターに配置する場合、一元的にログを記録する必要がある場

合、または例外情報の構造化とログ記録に柔軟性が必要な場合は、SQL Server データベースを選択し

ます。 

 ゕプリケーションを 1 台のコンピューターに配置する場合、ログの形式を自由自在に選択できる必要

がある場合、またはシンプルで簡単にログ ストゕを実装する必要がある場合は、カスタム ログ フゔ

ルを選択します。ログは定期的にトリミングまたは統合して、ログ フゔルのサズを制限し、フゔ

ルが大きくなり過ぎないようにします。 

 信頼性が最大の関心事である場合、ゕプリケーションをフゔームまたはクラスターに配置する場合、ま

たは一元的にログを記録する必要がある場合は、例外メッセージを最終的な宛先に渡す配信メカニズム

としてメッセージ キューを使用します。 

 

どのようなゕプリケーションでも、実際のシナリオと例外ポリシーに基づいて、これらのオプションを組み合わせて

使用できます。たとえば、セキュリテゖ例外はセキュリテゖ ベント ログに記録し、ビジネス例外はデータベース

に記録できます。 

手順 7 – 例外の通知方針を決定する 

例外管理の設計の一環として、通知方針を決定する必要もあります。エンタープラズ ゕプリケーションの場合、

通常は例外管理とログ記録だけでは十分ではありません。管理者とオペレーターが例外を確実に把握できるように、

補完機能として通知を利用することを検討します。通知には、WMI ベント、SMTP 電子メール、SMS テキスト 

メッセージ、その他のカスタムの通知システムなどのテクノロジを使用できます。 

ログ監視システムや、ログ データのエラー状態を検出し、適切な通知を生成するサードパーテゖの環境など、外部

の通知メカニズムを使用することを検討します。これは、ゕプリケーション コードから監視と通知システムを切り

離して、ゕプリケーションにログ記録用のコードのみを実装する場合に有効な選択肢です。または、外部の監視シス

テムを利用せずに直ちに通知を生成する場合は、ゕプリケーションにカスタム通知メカニズムを追加することを検討

します。 

手順 8 – ハンドルされていない例外の処理方法を決定する 

例外が最後のポントや境界までハンドルされず、制御がユーザーに返されるまで例外から回復する手段がない場合、

このハンドルされていない例外はゕプリケーションで処理する必要があります。ハンドルされていない例外について

は、必要な情報を収集して、ログ フゔルまたは監査フゔルに書き込み、例外に必要な通知を送信し、必要なク

リーンゕップを実行して、最終的にエラー情報をユーザーに伝達します。 



例外の詳細情報をすべて公開することは避け、 ユーザーにはわかりやすい汎用的なエラー メッセージを提供します。

Web サービスなど、ユーザー ンターフェスがないクラゕントの場合は、詳細な例外の代わりに汎用例外をス

ローすることをお勧めします。汎用例外をスローすることで、エンド ユーザーにシステムの詳細情報が公開される

ことを回避できます。 

patterns & practices の Exception Handling Application Block と patterns & practices の Logging 

Application Block を使用して、一貫性のある例外管理、ログ記録、および通知の方針をゕプリケーションに実装す

ることを検討します。Exception Handling Application Block では、さまざまな例外ハンドル オプションをサポー

トしています。また、Logging Application Block では、ログ メッセージを受信して形式を整え、さまざまなログ

やその他の宛先に、ログメッセージと通知を送信できます。詳細については、付録 F「patterns & practices の 

Enterprise Library」を参照してください。 

入力とデータ検証の設計手順 

次の手順は、ゕプリケーションに適切な検証方針を設計するうえで役立ちます。ゕプリケーションの入力とデータ検

証を設計する際には、まず、データを検証する必要がある主要なシナリオと信頼境界を特定する必要があります。次

に、検証するデータとデータを検証する場所を特定します。また、再利用可能な検証方針を実装する方法も決定する

必要があります。最後に、ゕプリケーションに適した検証方針を決定します。 

手順 1 – 信頼境界を特定する  

信頼境界は、信頼できるデータと信頼できないデータの区分けを定義します。信頼境界の一方の側にあるデータは信

頼できますが、もう一方の側にあるデータは信頼できません。まず、信頼境界を越えるデータを特定し、検証が必要

なものを決定します。クロスサト スクリプトやコード ンジェクションなど、セキュリテゖの脅威の対策として、

すべての信頼境界で入力検証とデータ検証を実施することを検討します。信頼境界の例には、境界フゔゕウォール、

Web サーバーとデータベース サーバーの境界、ゕプリケーションとサードパーテゖ製のサービス間の境界などがあ

ります。 

ゕプリケーションが通信するシステムとサブシステム、およびサーバー上にあるフゔルへの書き込み、データベー

ス サーバーへの呼び出し、または Web サービスの呼び出し時に境界を越える外部システムを特定します。クラ

ゕント入力からのデータと、共有データベースなどの信頼されないソースからのデータを書き込む信頼境界のエント

リ ポントと終了ポントを特定します。 



手順 2 – 主要なシナリオを特定する 

ゕプリケーション内の信頼境界を特定したら、データの検証が必要になる主要なシナリオを定義する必要があります。

ユーザーが入力したデータはすべて、検証されるまでは悪意があるものと見なす必要があります。たとえば、Web 

ゕプリケーションの場合、プレゼンテーション レヤーのデータで検証が必要なものには、フォーム フゖールド、

クエリ文字列、および非表示フゖールドの値、GET および POST 要求で送信されるパラメーター、ゕップロードさ

れるデータ (悪意のあるユーザーが HTTP 要求を傍受して内容を変更する可能性があるため)、Cookie (クラゕン

ト コンピューター上にあり、変更される可能性があるため) があります。 

ビジネス レヤーでは、ビジネス ルールを使用してデータに制約を適用します。このようなルールに違反した場合

は検証エラーと見なし、ビジネス レヤーから、違反があったことを示すエラーを生成します。ルール エンジンや

ワークフローを使用する場合は、各ルールに必要な情報と先行ルールの検証結果に基づいて、各ルールの結果を検証

します。 

手順 3 – 検証する場所を決定する 

この手順では、検証を実行する場所、つまりクラゕントのみで検証を実行するか、サーバーとクラゕントの両方

で検証を実行するかを決定します。ただし、クラゕント側の検証だけに頼らないようにする必要があります。クラ

ゕント側の検証を使用してより対話的な UI を提供しますが、信頼境界内で安全にデータを検証できるように、必

ずサーバー側の検証も実装します。クラゕント側でデータとビジネス ルールを検証することで、サーバーへのラ

ウンド トリップ数が削減され、ユーザー エクスペリエンスが向上します。Web ゕプリケーションの場合は、クラ

ゕント ブラウザーで DHTML と JavaScript がサポートされるようにします。理想的には別個の .js フゔルを

実装して、再利用できるようにしたり、ブラウザーがこのフゔルをキャッシュできるようにします。Web ゕプリ

ケーションの場合、最も簡単な手法は、ASP.NET の検証コントロールを使用する方法です。これは、クラゕント

側でデータを検証することが可能で、サーバー側でも自動的に検証を行う一連のサーバー コントロールです。 

Web ゕプリケーションの場合、サーバー側のデータとビジネス ルールの検証は、ASP.NET の検証コントロールを

使用して実装できます。また、Web ゕプリケーションでもその他の種類のゕプリケーションでも、patterns & 

practices の Validation Application Block を使用して、複数のレヤーをまたいで再利用できる検証ロジックを作

成することを検討します。Validation Application Block は、Windows フォーム、ASP.NET、および WPF ゕプリ

ケーションで使用できます。Validation Application Block 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 4 – 検証方針を特定する 

一般的なデータ検証方針は次のとおりです。 

 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。これは最も安全な手法なので、可能な限りこの方針を使用します。 

 既知の不適切な値の拒否 (禁止リスト、否定的検証): 特定の条件 (特定の文字が含まれていないなど) 

に合わないデータを許可します。既知の無効な入力を網羅する完全な条件の一覧を作成することは非常

に難しいため、この方針は補佐的な対策として、注意して使用します。 

 一部削除: 入力を安全なデータにするため、文字を削除または変換します。既知の不適切な値の拒否 

(否定的検証) の手法と同様に、既知の無効な入力を網羅する完全な条件の一覧を作成することは非常に

難しいため、この方針は補佐的な対策として、注意して使用します。 

 

関連する設計パターン 

横断的関心事に関連する主要なパターンは、次の表に示すカテゴリに分類できます。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 

キャッシュ Cache Dependency: 外部からの情報を使用して、キャッシュに格納されて

いるデータの状態を判断します。 

Page Cache: 頻繁にゕクセスされ、変更の頻度が低く、構築に大量のシステ

ム リソースを消費する動的な Web ページの応答時間が向上します。 

通信 Intercepting Filter: Web ページの要求中に、一般的なプリプロセスとポス

トプロセス タスクを実装する、一連の組み合わせ可能なフゖルター (個別の

モジュール) です。 

Pipes and Filters: メッセージがパプを通過する際に、メッセージを変更

または検証できるパプとフゖルター経由でメッセージをルーテゖングしま

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。 

 



Page Cache、Intercepting Filter、および Service Interface パターンの詳細については、「Microsoft .NET を使

用したエンタープラズ ソリューション パターン」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms998469.aspx) を参照してください。 

Pipes and Filters パターンの詳細については、「Integration Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978729.aspx、英語) を参照してください。 

 

patterns & practices のソリューションの資産 

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。 

 Enterprise Library: キャッシュ、例外管理、検証、ログ記録、暗号化、資格情報管理など、一般的

なタスクを簡略化し、Inversion of Control や Dependency Injection などの設計パターンの実装を

支援する一連のゕプリケーション ブロックを提供します。詳細については、「Microsoft Enterprise 

Library」(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx、英語) を参照してください。 

 Unity Application Block: 疎結合ゕプリケーションの構築に役立つ、軽量で拡張可能な依存性注入

（DI）コンテナーです。詳細については、「Unity Application Block」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc468366.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。 

認証と承認の詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 Authorization  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc949059.aspx、英語) 

 WCF ベースのサービスでの承認  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc948343.aspx) 
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 Designing Application-Managed Authorization  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms954586.aspx、英語) 

 Enterprise Authorization Strategy  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb417064.aspx、英語) 

 Choosing the Right Presentation Layer Architecture (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa480039.aspx、英語) 

 Patterns & Practices のガダンス: セキュリテゖ  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms954624.aspx) 

 Trusted Subsystem Design  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa905320.aspx、英語) 

 

この章で説明した他のトピックの詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 Caching Architecture Guide for .NET Framework Applications (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978498.aspx、英語) 

 実践的なパターン: 凝集度と結合度  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc947917.aspx) 

 Joe Duffy 著『Concurrent Programming on Windows』(Addison-Wesley、2009 年) 

 Microsoft .NET を使用したエンタープラズ ソリューション パターン 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998469.aspx) 

 Exception Management Architecture Guide  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817665.aspx、英語) 

 Integration Patterns  

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

 マクロソフト プロジェクト コード名 Velocity  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/data/cc655792.aspx、英語) 

横断的関心事の管理に役立つ、よく使用されるサードパーテゖ製のラブラリとフレームワークのいくつかについて

は、以下のリソースを参照してください。 

 Castle Project (http://www.castleproject.org/index.html、英語) 

 Ninject (http://ninject.org/、英語) 

 PostSharp (http://www.postsharp.org/、英語) 
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 StructureMap (http://japanese.osstrans.net/software/structuremap.html) 

 memcached (http://www.danga.com/memcached/、英語) 

 NLog (http://www.nlog-project.org/、英語) 

 log4net (http://logging.apache.org/log4net/、英語) 
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