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アプリケーションの種類の選択 

概要 

この章では、このガイドで紹介するアプリケーションの種類、必要なトレードオフ、およびアプリケーションを

選択することによる設計への影響について理解するのに役立つ情報を提供します。この章を読むと、シナリオと

要件に適したアプリケーションの種類を決定できるようになります。この章では、5 つの基本的なアプリケーシ

ョンの原型について簡単に説明し、詳細情報を提供している他の章へのリンクを提示します。 

要件、テクノロジの制約、および提供する予定のユーザー エクスペリエンスの種類によって、選択するアプリ

ケーションの種類が決まります。たとえば、サービスの提供先となるクライアントで常時ネットワーク接続を利

用できるようにするかどうか、匿名ユーザーがリッチ メディア コンテンツを Web ブラウザーで表示できるよ

うにするかどうか、または主に組織のイントラネット上で少数のユーザーにサービスを提供するかどうかについ

て判断する必要があります。 

次のセクション「アプリケーションの原型の概要」では、アプリケーションの種類、その説明、および一般的な

シナリオを確認できます。このセクションの表は、各アプリケーションの種類のメリットと考慮事項に基づいて、

十分な情報を得たうえでアプリケーションの種類を選択するのに役立ちます。 

アプリケーションの原型の概要 

構築するアプリケーションの一般的で基本的な種類は、次のとおりです。 

 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 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 アプリケーションを設計する際

には、デバイスのリソースが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、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 アプリケーションとして開発さ

れます。リモートのデータや機能にアクセスする必要があれば、リッチ クライアント アプリケーシ

ョンを非接続型のシナリオや不定期に接続するシナリオ向けに設計できます。 

 リッチ インターネット アプリケーション: 複数のプラットフォームと複数のブラウザーをサポート

し、リッチ メディア コンテンツやグラフィカル コンテンツを表示するように開発できます。リッチ 

インターネット アプリケーションは、クライアントの一部の機能へのアクセスを制限するブラウザー

のサンドボックス内で実行されます。 

 サービス アプリケーション: 共有のビジネス機能が公開され、クライアントがローカル システムや

リモート システムからその機能にアクセスできるようになります。サービスの操作は、XML スキー

マに基づく、トランスポート チャネル経由で渡されるメッセージを使用して呼び出されます。この種

類のアプリケーションの目的は、クライアントとサーバーの間の疎結合を実現することです。 

 Web アプリケーション: 一般に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。 

 

他にも多数の特殊な種類のアプリケーションを設計および構築できます。概して、このような種類のアプリケー

ションは、上記一覧で説明している基本的な種類を特殊化したり組み合わせたりしたものです。 

 

アプリケーションの種類に関する考慮事項 

次の表に、一般的なアプリケーションの原型に関するメリットと考慮事項を示します。 

アプリケーションの種類 メリット 考慮事項 

モバイル アプリケーション ハンドヘルド デバイスのサポート 

外出中のユーザーにとっての可用

性と使いやすさ 

オフライン シナリオや不定期に接

続するシナリオのサポート 

入力とナビゲーションが制限され

ている。 

画面の表示領域が制限されてい

る。 

リッチ クライアント  

アプリケーション 

クライアント リソースを活用する

機能 

応答性の向上、機能豊富な UI 機

能、およびユーザー エクスペリエ

ンスの強化 

非常に動的で応答性の高い操作 

オフライン シナリオや不定期に接

続するシナリオのサポート 

配置が複雑 (ただし、ClickOnce、

Windows インストーラー、

XCOPY など、さまざまなインスト

ール オプションを使用できる)。 

時間の経過と共にバージョン管理

が難しくなる。 

プラットフォームに固有。 



リッチ インターネット  

アプリケーション (RIA) 

リッチ クライアント アプリケーシ

ョンと同じ機能豊富なユーザー イ

ンターフェイス 

リッチ メディア、ストリーミング 

メディア、およびグラフィカルな

表示のサポート 

Web クライアントと同じ配布機能 

(対象範囲) による簡単な配置 

簡単なアップグレードとバージョ

ン更新 

さまざまなプラットフォームやブ

ラウザーのサポート 

Web アプリケーションに比べてア

プリケーションのリソース使用量

が多い。 

リッチ クライアント アプリケーシ

ョンに比べてクライアント リソー

スを使用する際の制約が厳しい。 

クライアントに適切なランタイム 

フレームワークを配置する必要が

ある。 

サービス アプリケーション クライアントとサーバーの間の疎

結合された対話 

さまざまな無関係のアプリケーシ

ョンで使用できる 

相互運用性のサポート 

UI がサポートされない。 

ネットワーク接続に依存してい

る。 

Web アプリケーション 幅広い対象範囲と複数のプラット

フォーム間での標準に準拠した UI 

配置と変更管理の容易性 

常時ネットワーク接続に依存して

いる。 

機能豊富なユーザー インターフェ

イスの提供が難しい。 

 

それぞれのアプリケーションの種類は、1 つ以上のテクノロジを使用して実装できます。シナリオとテクノロジ

の制約、および開発チームの能力と経験によって、選択するテクノロジが決定します。 

次のセクションでは、各アプリケーションの種類について詳しく説明します。 

 モバイル アプリケーションの原型 

 リッチ クライアント アプリケーションの原型 

 リッチ インターネット アプリケーションの原型 

 サービス アプリケーションの原型 

 Web アプリケーションの原型 

 

このガイドでは、いくつかの特殊なアプリケーションの種類についても詳細を説明しています。詳細については、

次の章を参照してください。 

 第 26 章「ホストされているクラウド サービス」 

 第 27 章「Office Business Application の設計」 



 第 28 章「SharePoint LOB アプリケーションの設計」 

 

モバイル アプリケーションの原型 

モバイル アプリケーションは、通常、ユーザー エクスペリエンス (プレゼンテーション) レイヤー、ビジネス 

レイヤー、およびデータ レイヤーで構成されたマルチレイヤー型のアプリケーションとして構築されています 

(図 1 参照)。 
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モバイル アプリケーションの一般的な構造 

モバイル アプリケーションを開発する場合は、Web ベースのシン クライアント、またはリッチ クライアント

を開発できます。リッチ クライアントを構築すると、ビジネス レイヤーとデータ レイヤーがデバイス自体に配

置される可能性が高くなります。シン クライアントでは、ビジネス レイヤーとデータ レイヤーはサーバーに配

置されます。モバイル アプリケーションでは、多くの場合、ローカルにキャッシュされたデータを使用して、

オフラインまたは非接続型の操作をサポートし、接続時にこのデータを同期します。モバイルアプリケーション

では、S+S のホストされているサービス、Web サービスなど、他のアプリケーションで公開されたサービスも



使用できます。データ ソースの同期などを行うサービスは、多くの場合、特定のサーバー ベースのインフラス

トラクチャを使用して制御された方法でモバイル クライアント アプリケーションに公開されます。 

次のような場合は、モバイル アプリケーションの使用を検討します。 

 ユーザーがハンドへルド デバイスに依存している 

 小さい画面で使用するのに適した単純な UI がアプリケーションでサポートされている 

 オフライン シナリオや不定期に接続するシナリオをアプリケーションでサポートする必要がある (こ

の場合、通常はモバイル リッチ クライアント アプリケーションが最適です) 

 アプリケーションがデバイスから独立している必要があり、ネットワーク接続を確保できる (この場

合、通常はモバイル Web アプリケーションが最適です) 

 

モバイル アプリケーションの設計方法については、第 24 章「モバイル アプリケーションの設計」を参照して

ください。 

リッチ クライアント アプリケーションの原型 

リッチ クライアントのユーザー インターフェイスでは、スタンドアロンのシナリオ、接続型のシナリオ、不定

期に接続するシナリオ、および非接続型のシナリオで動作する必要があるアプリケーションで、非常に応答性が

高く対話型の機能豊富なユーザー エクスペリエンスを提供できます。リッチ クライアント アプリケーションは、

通常、ユーザー エクスペリエンス (プレゼンテーション) レイヤー、ビジネス レイヤー、およびデータ レイヤ

ーで構成されたマルチレイヤー型のアプリケーションとして構築されています (図 2 参照)。 
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リッチ クライアント アプリケーションの一般的な構造 

リッチ クライアント アプリケーションでは、リモート サーバーに格納されたデータ、ローカルに格納されたデ

ータ、またはその両方の組み合わせを使用できます。また、S+S のホストされているサービス、Web サービス

など、他のアプリケーションで公開されたサービスも使用できます。 

次のような場合は、リッチ クライアント アプリケーションの使用を検討します。 

 非接続型のシナリオや不定期に接続するシナリオをアプリケーションでサポートする必要がある 

 アプリケーションがクライアント PC 上に配置される 

 アプリケーションが高度な対話型で高い応答性を備えている必要がある 

 アプリケーションの UI で豊富な機能とユーザー操作を提供する必要があるが、RIA の高度なグラフ

ィック機能やメディア機能は必要ない 

 アプリケーションでクライアント PC のリソースを使用する必要がある 

 

リッチ クライアント アプリケーションの設計方法については、第 22 章「リッチ クライアント アプリケーシ

ョンの設計」を参照してください。 



リッチ インターネット アプリケーションの原型 

リッチ インターネット アプリケーション (RIA) は、サンドボックス内のブラウザーで実行されます。従来の 

Web アプリケーションと比較した RIA のメリットは、より優れたユーザー エクスペリエンスが提供され、ユ

ーザーの応答性とネットワーク効率が向上することです。RIA は、通常、ユーザー エクスペリエンス (プレゼ

ンテーション) レイヤー、サービス レイヤー、ビジネス レイヤー、およびデータ レイヤーで構成されたマルチ

レイヤー型のアプリケーションとして構築されています (図 3 参照)。 
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リッチ インターネット アプリケーションの一般的な構造 

通常、RIA では、クライアント側のプラグインやホストされた実行環境 (XAML ランタイム、Silverlight など) 

が使用されます。このプラグインでは、クライアントのプラグインや実行環境で使用されるコードとデータを生

成するリモート Web サーバー ホストと通信します。 

次のような場合は、リッチ インターネット アプリケーションの使用を検討します。 

 アプリケーションでリッチ メディアをサポートする必要があり、多数のグラフィックスを表示する必

要がある 

 Web アプリケーションよりも機能豊富で対話型の応答性の高い UI を提供する必要がある 

 アプリケーションで、制限された方法でクライアント側の処理を利用する 



 アプリケーションで、制限された方法でクライアント側のリソースを使用する 

 Web ベースの配置モデルを簡略化する必要がある 

 

リッチ インターネット アプリケーションの設計方法については、第 23 章「リッチ インターネット アプリケ

ーションの設計」を参照してください。 

サービス アプリケーションの原型 

このガイドでは、機能の単位へのアクセスを提供するパブリック インターフェイスのことを "サービス" と言い

ます。サービスでは、名前のとおりプログラムによるなんらかの "サービス" が、そのサービスを使用する呼び

出し元に提供されます。このようなサービスを公開するサービス アプリケーションは、通常、サービス レイヤ

ー、ビジネス レイヤー、およびデータ レイヤーで構成されたマルチレイヤー型のアプリケーションとして構築

されています (図 4 参照)。 
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サービス アプリケーションの一般的な構造 

サービスは疎結合されており、組み合わせることでより複雑な機能を提供できます。サービスは分散可能で、リ

モート コンピューターからも、サービスが実行されているコンピューターからもアクセスできます。また、サ

ービスはメッセージ指向です。つまり、インターフェイスは Web サービス記述言語 (WSDL) ドキュメントで

定義され、操作はトランスポート チャネル経由で渡される XML スキーマに基づくメッセージを使用して呼び出



されます。また、メッセージとインターフェイスの定義に重点を置いて相互運用性が確保されているので、サー

ビスでは異種環境がサポートされます。コンポーネントでメッセージとインターフェイスの定義が認識されれば、

コンポーネントが基づいているテクノロジに関係なくサービスを使用できます。 

次のような場合は、サービス アプリケーションの使用を検討します。 

 アプリケーションで UI を必要としない機能を公開する 

 アプリケーションがクライアントと疎結合されている必要がある 

 他の外部のアプリケーションでアプリケーションを共有または使用する必要がある 

 インターネット経由、イントラネット経由、またはローカル コンピューター上で他のアプリケーショ

ンによって使用される機能をアプリケーションで公開する必要がある 

 

サービスとサービス アプリケーションの設計方法については、第 25 章「サービス アプリケーションの定義」

を参照してください。 

Web アプリケーションの原型  

Web アプリケーションの中核は、そのサーバー側のロジックです。このロジックは、多数の別個のレイヤーで

構成されています。一般的な例は、プレゼンテーション レイヤー、ビジネス レイヤー、およびデータ レイヤー

で構成された 3 つのレイヤーによるアーキテクチャです (図 5 参照)。 
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Web アプリケーションの一般的な構造 

通常、Web アプリケーションでは、リモート データベース サーバーに格納されたデータにアクセスします。

また、S+S のホストされているサービス、Web サービスなど、他のアプリケーションで公開されたサービスも

使用できます。 

次のような場合は、Web アプリケーションの使用を検討します。 

 アプリケーションで、リッチ インターネット アプリケーションで提供される機能豊富な UI やメデ

ィアのサポートが必要ない 

 Web ベースの配置モデルを簡略化する必要がある 

 ユーザー インターフェイスがプラットフォームから独立している必要がある 

 アプリケーションにインターネット経由でアクセスできる必要がある 

 クライアント側の依存関係、およびリソースの使用量 (ディスクやプロセッサの使用量など) を最小

限に抑える必要がある 

 

Web アプリケーションの設計方法については、第 21 章「Web アプリケーションの設計」を参照してください。 

 


