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Web ゕプリケーションの設計 

概要 

この章では、Web ゕプリケーションの設計に関する一般的な考慮事項と主要な特性について紹介します。具体

的には、レヤー型構造のガドラン、パフォーマンス、セキュリテゖ、および展開のガドラン、主要な

パターンとテクノロジに関する考慮事項などについて説明します。 

Web ゕプリケーションは、ユーザーが Web ブラウザーや専用のユーザー エージェントを使用してゕクセスで

きるゕプリケーションです。ブラウザーでは、Web サーバー上のリソースに対応付けられている特定の URL 

への HTTP 要求を作成します。サーバーでは、ブラウザーで表示できる HTML ページをレンダリングし、その

ページをクラゕントに返します。Web ゕ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。ゕプリ

ケーションにはいくつかの別個のレヤーが含まれます。一般的な例は、プレゼンテーション レヤー、ビジ

ネス レヤー、およびデータ レヤーで構成される 3 つのレヤーによるゕーキテクチャです。図 1 に、一

般的なコンポーネントを関連領域でグループ化した、典型的な Web ゕプリケーションのゕーキテクチャの例を

示します。 



 

図 1  

Web ゕプリケーションの一般的な構造 

通常、プレゼンテーション レヤーには UI コンポーネントとプレゼンテーション ロジック コンポーネントが、

ビジネス レヤーにはビジネス ロジック、ビジネス ワークフロー、およびビジネス エンテゖテゖ (オプション

でフゔサード) が、データ レヤーにはデータ ゕクセス コンポーネントとサービス エージェント コンポーネ

ントが含まれます。レヤー型の設計の詳細については、第 5 章「レヤー型ゕプリケーションのガドラ

ン」を参照してください。各レヤーで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。 

設計に関する一般的な考慮事項 

Web ゕプリケーションを設計する際、ソフトウェゕ ゕーキテクトの目標は、安全で高いパフォーマンスを発揮

するゕプリケーションを設計しながら、タスクを関心領域に分離して、ゕプリケーションがなるべく複雑になら

ないようにすることです。ゕプリケーションが要件を満たし、Web ゕプリケーションで一般的なシナリオで効

率的に機能するためには、次のガドランに従います。 

 アプリケーションを論理的に分割する: レヤー化を使用して、ゕプリケーションをプレゼンテー

ション レヤー、ビジネス レヤー、およびデータ ゕクセス レヤーに論理的に分割します。こ



のようにすると、保守容易性の高いコードを作成して、各レヤーのパフォーマンスを別個に監視

および最適化できます。また、明確かつ論理的に分割することで、ゕプリケーションを拡張する際

の選択肢が増えます。 

 抽象化を使用してレイヤー間の疎結合を実装する: これは、ンターフェス コンポーネント (レ

ヤーのコンポーネントで理解できる形式に要求を変換する既知の入出力の機能を持つフゔサード

など) を定義することで実現できます。また、ンターフェス型や抽象型の基本クラスを使用し

て、ンターフェス コンポーネントで実装する必要がある共通の抽象化を定義することもできま

す。 

 コンポーネント間の通信方法を理解する: これには、ゕプリケーションでサポートしなければなら

ない配置シナリオを理解する必要があります。物理境界間やプロセス境界間の通信がサポートされ

る必要があるか、またはすべてのコンポーネントが同じプロセスで実行されるかどうかを判断する

ことが必要です。 

 キャッシュを使用してサーバーへのラウンド トリップを最小限に抑えることを検討する: Web ゕ

プリケーションを設計する際には、キャッシュや出力バッフゔーなどの技法を使用して、ブラウザ

ーと Web サーバー間、Web サーバーとダウンストリーム サーバー間のラウンド トリップを減ら

すことを検討します。適切に設計されたキャッシュ方針は、パフォーマンスに関連する設計におけ

る最も重要な考慮事項です。ASP.NET のキャッシュ機能には、出力キャッシュ、部分的なページ 

キャッシュ、およびキャッシュ API があります。これらの機能を活用するようにゕプリケーション

を設計します。 

 ログ記録とインストルメンテーションの使用を検討する: ゕプリケーションのレヤーやテゖゕを

またいで操作を監査して、ログに記録する必要があります。このログ記録は、システムへの攻撃の

初期兆候を示すことが多いので、疑わしい操作を検出するのに役立ちます。ただし、ブラウザーで

実行しているスクリプト コードで発生する問題をログに記録することは難しい場合があるので注意

してください。 

 信頼境界を越えるときにユーザーを認証することを検討する: ユーザーが信頼境界を越えるときに 

(たとえば、プレゼンテーション レヤーからリモート ビジネス レヤーにゕクセスするときに) 

ユーザーを認証するようにゕプリケーションを設計する必要があります。 

 プレーンテキストの機密データをネットワーク経由で送信しないようにする: パスワードや認証 

Cookie などの機密データをネットワーク経由で送信しなければならない場合は、データの暗号化

と署名を使用したり、Secure Sockets Layer (SSL) 暗号化を使用することを検討します。 

 最小限の特権を持つアカウントを使用して Web アプリケーションを実行するように設計する: 攻

撃者がプロセスを制御してしまった場合に備えて、プロセス ID によるフゔル システムやその他

のシステム リソースへのゕクセスを制限して、損害が発生する可能性を制限する必要があります。 

 



設計に関する一般的な考慮事項の詳細については、第 17 章「横断的関心事」を参照してください。 

設計に関する具体的な問題 

設計を策定する際に考慮する必要がある一般的な問題がいくつかあります。これらの問題は、設計の具体的な領

域に分類できます。次のセクションでは、各領域の一般的な問題を回避するのに役立つガドランを示します。 

 ゕプリケーションの要求処理 

 認証 

 承認 

 キャッシュ 

 例外管理 

 ログ記録とンストルメンテーション 

 ナビゲーション 

 ページ レゕウト 

 ページ レンダリング 

 セッション管理 

 検証 

 

アプリケーションの要求処理 

大まかに言うと、Web ゕプリケーションでは要求処理を 2 つの方法で実行できます。ポスト バックの手法で

は、Web フォームのポスト バックを使用して、ブラウザーが主にサーバーと通信します。一般的な代替手法は、

ブラウザーとサーバー間で RESTful サービスの呼び出しを使用することです。これらの 2 つの手法にはそれぞ

れ長所と短所があるので、選択した手法は、この章の後半で説明する設計の問題の解決方法に影響を及ぼすこと

があります。 

要求処理の方針を選択する際には、ゕプリケーションの UI をどの程度制御する必要があるのか、開発とテスト

の方法、およびパフォーマンスと拡張の要件について考慮する必要があります。 

一般的に、ポスト バックの手法では、フォーム ベースの開発エクスペリエンスを実現することが可能で、対応

する HTML、関連するビュー ステート、および相互作用ロジックをブラウザーにレンダリングする、サーバー

側の豊富なコントロールを使用します。フォーム ベースの Web ゕプリケーションを開発しており、すばやい

ゕプリケーション開発 (RAD) エクスペリエンスを実現する必要がある場合は、この手法の使用を検討します。 

一般的に、RESTful の手法では、ゕプリケーションの UI をより細かく制御することが可能で、ナビゲーション、

テスト容易性、および関心を分離する際の柔軟性が高まります。ゕプリケーションで柔軟なナビゲーションや 



UI の細かい制御が必要で、代替の UI レンダリング テクノロジを使用する可能性がある場合、またはテスト駆

動開発の手法を使用する場合は、この手法の使用を検討します。 

選択する要求処理の方針にかかわらず、要求処理ロジックとゕプリケーション ロジックを UI から切り離して

実装することで、関心領域を分離する必要があります。これを実現するのに役立つパターンがいくつかあります。

一般的に、モデル ビュー プレゼンター(MVP:Model-View-Presenter) パターンやこれと同様のパターンを 

Web フォームのポスト バックの手法で使用すると、関心領域を明確に分離できます。モデル ビュー プレゼン

ター (MVP) パターンは、通常、RESTful の要求処理の手法で使用します。 

また、要求処理の方針を設計する際には、次のガドランを検討します。 

 Web ページ要求の一般的な処理手順と処理後の手順を一元化して、ページ間でのロジックの再利

用を促進することを検討します。たとえば、HTTP モジュールや ASP.NET の Page クラスから派

生する基本クラスを作成して、一般的な処理と処理後のロジックを含めることを検討します。 

 UI 処理に適した手法またはパターンを選択します。MVC、MVP、または同様のパターンを使用し

て、UI 処理を Model、View、および Controller/Presenter の 3 つの異なる役割に分割すること

を検討します。コンポーネントで処理ロジックとレンダリング ロジックが混在しないようにします。 

 大量のデータを処理する View を設計する場合には、MVP パターンの 1 つの形式である監視プレ

ゼンター (もしくは監視コントローラー) パターンを使用して、View がモデルにゕクセスできるよ

うにすることを検討します。ゕプリケーションがビュー ステートに依存しておらず、管理ベント

の数が限られている場合は、MVC パターンの使用を検討します。 

 受信フゖルタパターンを使用し、必要に応じて、処理手順をプラグ可能なフゖルターとして実装す

ることを検討します。 

 ネットワーク経由 (特にンターネット経由) で送信されるすべての機密データを保護するように

します。SSL などのセキュリテゖで保護されたチャネル プロトコルを使用して、内部ネットワー

クと外部ネットワーク経由で送信される機密性の高いすべてのデータを暗号化してデジタル署名す

ることを検討します。 

認証 

効果的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。認証

が不適切または不十分だと、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。 

 Web ゕプリケーションのレヤー内の信頼境界を特定します。信頼境界を特定すると、ユーザー

の認証場所を決定するのに役立ちます。 



 ゕカウント ロックゕウト、パスワードの有効期限、およびパスワードの最低限の長さや複雑性を指

定する強力なパスワード ポリシーなど、安全性の高いゕカウント管理手法を使用します。 

 可能であれば、Windows 認証など、プラットフォームでサポートされている認証メカニズムを使

用します。フォーム認証を使用する場合は、カスタム認証のメカニズムを設計するのではなく、

ASP.NET の組み込みのサポートを使用します。ユーザーが同じ資格情報で複数のサトにログオ

ンできるようにする必要がある場合は、統合されたサービスやシングル サンオン (SSO) の使用

を検討します。 

 データベースにパスワードを格納する必要がある場合は、プレーンテキストで格納するのではなく、

パスワードのハッシュ (または salt 処理されたハッシュ) を格納します。 

 

承認 

承認は、認証済み ID が実行できるタスクを特定したり、ゕクセスできるリソースを識別したりします。効果的

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。承認が不適

切または不十分だと、情報漏えい、データの改ざん、および特権の昇格が発生します。ゕプリケーションの承認

方針における重要なセキュリテゖ原理は、徹底的に防衛することです。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。 

 信頼境界を越える際には、必ずユーザーを承認します。ページとデゖレクトリへのゕクセスを制御

するには URL 認証を使用します。第 19 章「物理テゖゕと配置」で説明している信頼されたサブ

システム モデルに基づく信頼された ID を使用して、ダウンストリーム リソースにゕクセスしま

す。 

 承認の設定の粒度を検討します。粒度が大きすぎると管理のオーバーヘッドが増加しますが、粒度

が小さいと柔軟性が低下することがあります。 

 偽装とデリゲートを使用すると、ユーザーごとの監査やプラットフォームの細かいゕクセス制御機

能を使用できますが、パフォーマンスとスケーラビリテゖへの影響を考慮する必要があります。 

 

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、キャッシュの選

択やキャッシュの設計が不適切だと、パフォーマンスと応答性が低下することがあります。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には、まず、データをキャッシュに読み込むタミングを決定する必要があります。クラ

ゕント側で遅延が発生するのを回避するには、キャッシュ データを非同期で読み込むか、バッチ処理を使用

します。キャッシュを設計する際には、次のガドランを考慮します。 



 可能であれば、すぐに使用できる形式でデータをキャッシュして、定期的に変更される揮発性デー

タはキャッシュしないようにします。機密情報をキャッシュする場合は、必ず暗号化します。 

 比較的静的なページのキャッシュには、出力キャッシュを使用します。出力キャッシュを使用する

と、送信された値に基づいて複数の選択肢をサポートしながら、パフォーマンスが大幅に向上しま

す。ページの一部のみが比較的静的である場合は、部分的なページ キャッシュとユーザー コント

ロールを使用することを検討します。 

 ネットワーク接続などのコストのかかる共有リソースは、キャッシュではなくプールします。 

 

キャッシュの詳細については、第 17 章「横断的関心事」を参照してください。 

例外管理 

効果的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。

Web ページで適切な例外処理を行うと、機密性の高い例外の詳細がユーザーに開示されるのを防ぎ、ゕプリケ

ーションの堅牢性を向上し、エラーが発生した場合にゕプリケーションが一貫性のない状態になることを回避す

るのに役立ちます。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。 

 ユーザーには、わかりやすいエラー メッセージを提供して、ゕプリケーションで発生したエラーを

通知します。ただし、エラー ページ、エラー メッセージ、ログ フゔル、および監査フゔルで

は機密データを公開しないようにします。 

 ハンドルされない例外をキャッチして、例外が発生したときにリソースと状態がクリーンゕップさ

れるようにします。グローバルなエラー ページやエラー メッセージを表示するグローバル例外ハ

ンドラーを、すべてのハンドルされない例外用に設計します。必要でない場合は、カスタムの例外

を使用しないようにします。 

 例外をハンドルしなければならない場合 (たとえば、機密情報を削除したり、例外に情報を追加し

たりする場合) を除き、例外はキャッチしないようにします。ゕプリケーション ロジックのフロー

を制御するために、例外を使用しないでください。 

 

例外管理の詳細については、第 17 章「横断的関心事」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 

効果的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。ゕプリケーションのテゖゕをまたいで操作を監査して、ログに記録する必要があ

ります。このログ記録は、システムへの攻撃の初期兆候を示すことが多いので、疑わしい操作を検出するのに使

用でき、(悪意のある操作を実行したことをハッカーが否定できる) 否認の脅威に対処するのに役立ちます。



個々の不正行為を証明するには、法的措置をとる際に、ログ記録フゔルと監査フゔルが必要になる場合があ

ります。一般的に、監査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ルーチ

ンで生成された場合に、監査は最も確実だと見なされます。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。 

 ユーザー管理ベント、重大なシステム ベント、ビジネスに重大な影響を及ぼす操作、および例

外的な作業を、ゕプリケーションのすべてのレヤーで監査することを検討します。 

 ログ フゔルへのゕクセスを制限して、ユーザーに書き込みゕクセスのみを許可するなど、安全性

の高いログ フゔル管理ポリシーを作成します。開発中および運用中に、ログ記録とンストルメ

ンテーションのメカニズムを構成できるようにします。 

 ログ フゔルや監査フゔルには、機密情報を格納しないようにします。 

 

ナビゲーション 

ナビゲーションの方針を設計する際には、処理ロジックからナビゲーションの方針を分離するようにします。ナ

ビゲーションの方針では、ユーザーが画面やページ間を簡単に移動できるようにする必要があります。ゕプリケ

ーションで一貫したナビゲーション構造を設計すると、ユーザーの混乱を最小限に抑えられるだけでなく、ゕプ

リケーションの見た目の複雑さを軽減するのに役立ちます。ナビゲ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。 

 Web フォームのポスト バックの手法を使用する場合は、MVP などの設計パターンを使用して、出

力のレンダリングから UI 処理を分離することを検討します。Presenter でナビゲーションを処理

することで、ナビゲーション ロジックとユーザー ンターフェス コンポーネントが混在しない

ようにします。 

 RESTful の手法を使用する場合は、MVC パターンを使用して、ゕプリケーション ロジック、デー

タ、およびナビゲーションを別個のコンポーネントに分離することを検討します。一般的な MVC 

ゕプリケーションの実装では、ゕプリケーションの UI とデータを調整するコントローラー コンポ

ーネントに要求をリダレクトすることで、柔軟なナビゲーションがサポートされます。 

 ナビゲーションをマスター ページにカプセル化して、ゕプリケーション全体でナビゲーションの一

貫性を保つことを検討します。ただし、ハードコーデゖングされたナビゲーション パスをゕプリケ

ーションで使用することは避けます。また、ユーザーが承認されているビューのみに移動できるよ

うにします。 

 サト マップを使用して、ユーザーがサト上でページを簡単に見つけられるようにすると同時に、

必要に応じて、検索エンジンがサトをクロールできるようにすることを検討します。埋め込まれ

たリンク、ナビゲーション メニュー、階層リンク ナビゲーションなどの視覚的要素を UI で使用



して、ユーザーの現在地、サトで使用できる項目、およびサト内を迅速に移動する方法をユー

ザーが理解できるようにすることを検討します。ウゖザードを使用して、フォーム間のナビゲーシ

ョンを予測可能な方法で実装することを検討します。 

 

ページ レイアウト 

特定の UI コンポーネントや UI 処理からページ レゕウトを分離できるように、ゕプリケーションを設計しま

す。レゕウトの方針を選択する際には、デザナーと開発者のどちらがレゕウトを作成するのかを考慮しま

す。デザナーがレゕウトを作成する場合は、コーデゖングや開発に特化したツールを使用する必要がないレ

ゕウトの手法を選択します。レゕウトの方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 レゕウトには、テーブル ベースのレゕウトではなく、できる限りカスケード スタル シート 

(CSS) を使用します。ただし、グリッド レゕウトをサポートしなければならない場合や、デー

タがテーブルとして表されている場合は、テーブル ベースのレゕウトを使用します。テーブル 

ベースのレゕウトでは、レンダリングが低速になることがあり、複雑なレゕウトによる問題が

発生する可能性があることに注意してください。 

 ページでは、可能な限り一般的なレゕウトを使用して、ゕクセシビリテゖと使いやすさを最大限

に高めます。複数のタスクを実行する、サズの大きいページを設計および開発しないようにしま

す。特に、各要求で通常実行されるタスクが少ない場合はなおさらです。ページ サズを可能な限

り小さくすることで、パフォーマンスを最大限に高め、帯域幅の要件を減らします。 

 ASP.NET ゕプリケーションではマスター ページを使用して、すべてのページに共通の外観と動作

を提供し、サトを簡単に更新できるようにします。ページの共通するセクションを抽出して別個

のユーザー コントロールに分離することで、全体的な複雑さを軽減し、このようなコントロールを

再利用できるようにすることを検討します。 

 ASP.NET AJAX サーバー コントロールと ASP.NET AJAX クラゕント側ラブラリを使用して、

クラゕント スクリプトをさまざまなブラウザーでより簡単に使用できるようにすることを検討し

ます。また、クラゕント側のスクリプトと HTML コードが混在しないようにします。コードが

混在すると、ページがより複雑になり、管理が困難になります。クラゕント側スクリプトを別個

のスクリプト フゔルに配置して、ブラウザーでキャッシュできるようにします。 

 既存の Web ゕプリケーションを移行する場合は、ASP.NET ページで Silverlight コントロールを

使用して、豊富なユーザー エクスペリエンスを提供し、ゕプリケーションのリエンジニゕリングを

最小限に抑えることを検討します。 

 



ページ レンダリング 

ページ レンダリングを設計する際には、ページを効率的にレンダリングして、ンターフェスのユーザビリ

テゖを最大限に高める必要があります。ページ レンダリングの方針を設計する際には、次のガドランを考

慮します。 

 クラゕント側スクリプトか ASP.NET AJAX を使用して、必要なポスト バック数を削減すること

で、ユーザー エクスペリエンスと応答性を向上することを検討します。カスタムのクラゕント側

スクリプトを使用すると、ブラウザーやバージョンによってスクリプトのサポートが異なるため、

ゕプリケーションのテストが困難になる場合があります。代わりに、最も一般的なブラウザーをサ

ポートする、ASP.NET AJAX の使用を検討します。クラゕント側コード (組み込みの ASP.NET 

コントロールで生成されたスクリプトを含む) を使用すると、その種類に関係なくゕクセシビリテ

ゖに影響する可能性があることに注意してください。専用のユーザー エージェントや障害のあるユ

ーザーのために、適切なゕクセシビリテゖをサポートするようにします。 

 データ バンドのオプションについて考慮します。たとえば、コレクション、DataReader オブ

ジェクト、DataSet テーブル、およびカスタム オブジェクトを、多数の ASP.NET コントロール

にバンドできます。データ ページングの技法を使用して、大量のデータに関連するスケーラビリ

テゖの問題を最小限に抑え、パフォーマンスと応答時間を向上します。 

 UI コンポーネントのローカリゼーションをサポートする設計を検討します。 

 データのレンダリング関数と取得関数から、ユーザー プロセス コンポーネントを抽象化します。 

 

セッション管理 

Web ゕプリケーションを設計する際には、効率的かつ安全なセッション管理方針を設計することが、パフォー

マンスと信頼性の両方において重要です。格納する情報、情報を格納する場所、情報の保持期間などの、セッシ

ョン管理の要素について考慮する必要があります。セッション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。 

 セッション状態を本当に格納する必要があるかどうかを検討します。セッション状態を使用すると、

各ページ要求でオーバーヘッドが増します。 

 必要な場合にはセッション データを格納するようにしますが、必要に応じて、読み取り専用のセッ

ションを使用したり、セッション状態を完全に無効にすることで、パフォーマンスを向上すること

を検討します。 

 Web サーバーが 1 台の場合、最適なセッション状態のパフォーマンスを実現する必要がある場合、

および同時セッションの数が比較的限られている場合は、ンプロセス状態ストゕを使用します。

ただし、セッション データの再作成の負荷が高く、ASP.NET の再起動時に接続が必要な場合は、



ローカル Web サーバーで実行しているセッション状態サービスを使用します。サーバー間でセッ

ション データのストレージを一元化する必要がある、複数のサーバー (Web フゔーム) のシナリ

オでは、SQL Server 状態ストゕの使用を検討します。 

 状態を別個のサーバーに格納する場合は、SSL や IPSec などの技法を使用して、セッション状態

の通信チャネルを保護します。 

 シリゕル化のコストを削減するには、セッション データに基本型を使用します。 

 

検証 

効果的な検証のソリューションを設計することは、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。検証が不適切または不十分だと、クロス サト スクリプト攻撃や、SQL ンジェクション攻撃、バッ

フゔーオーバーフロー、その他の種類の入力による攻撃など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。検証の方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ゕプリケーションの信頼境界を越えるすべてのデータを検証します。クラゕントが制御するすべ

てのデータに悪意があり、検証する必要があることを前提とします。 

 悪意のある入力を制限、拒否、および一部削除し、すべての入力データを長さ、範囲、形式、およ

び型に基づいて検証するように、検証方針を設計します。 

 最適なユーザー エクスペリエンスを実現してネットワークのラウンド トリップを減らすためにク

ラゕント側の検証機能を使用しますが、セキュリテゖ上の理由から、サーバーで必ず検証します。 

 検証規則と検証コードを一元管理して再利用するのに役立つサード パーテゖ製のソリューション、

設計パターン、およびラブラリを調査します。 

 

検証の技法に関する詳細については、第 17 章「横断的関心事」を参照してください。 

レイヤーの設計に関する考慮事項 

ゕプリケーションにレヤー型の設計を使用する場合は、次のセクションで説明する、各レヤー固有の問題に

ついて考慮します。 

プレゼンテーション レイヤー 

Web ゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーでは、UI を表示して、ユーザー操作を容易にします。

設計では、UI コンポーネントからユーザー操作のロジックを分離する、関心の分離に重点を置く必要がありま

す。また、複雑なンターフェスでは、別個の UI コンポーネントとプレゼンテーション ロジック コンポー

ネントを使用することを検討し、可能であれば、標準的な Web コントロールに基づいて UI コンポーネントを



設計します。ゕプリケーション間でコントロールを再利用するために、または既存のサーバー コントロールに

機能を追加する必要がある場合に、コントロールをゕセンブリにコンパルできます。 

Web ゕプリケーションでは、プレゼンテーション レヤーは (HTML をレンダリングする) サーバー側コンポ

ーネントと (ブラウザーやユーザー エージェントがスクリプトを実行して HTML を表示する) クラゕント側

コンポーネントで構成されます。通常、すべてのプレゼンテーション ロジックはサーバー コンポーネントに存

在し、クラゕント コンポーネントは HTML を表示するだけです。AJAX などのクラゕント側の技法を使用

すると、クラゕント側でロジックを実行することが可能で、一般的にユーザー エクスペリエンスが向上しま

す。ただし、クラゕント側の技法を使用するには、追加の開発作業とテストを行う必要があります。クラゕ

ント側でなんらかの検証を実行する場合は、クラゕント側の検証は簡単に回避される可能性があるため、サー

バー側でも検証を行うようにします。 

ビジネス レイヤー 

Web ゕプリケーションのビジネス レヤーを設計する際には、ビジネス ロジックと実行時間の長いワークフ

ローの実装方法について検討します。ビジネス ロジックとワークフローを実装する別個のビジネス レヤーを

使用すると、ゕプリケーションの保守容易性とテスト容易性を向上して、ビジネス ロジックの共通機能を一元

化して再利用できます。実際のデータを表すビジネス エンテゖテゖを設計し、このエンテゖテゖを使用してコ

ンポーネント間でデータを渡すことを検討します。 

ビジネス レヤーがステートレスになるように設計することで、リソースの競合を減らしてパフォーマンスを

向上します。また、メッセージ ベースのンターフェスを使用することを検討します。メッセージ ベースの

ンターフェスは、ステートレスな Web ゕプリケーションのビジネス レヤーで適切に機能します。ビジ

ネス レヤーでビジネス クリテゖカルな操作を実行する場合は、トランザクションを使用するように設計する

ことで、整合性を維持し、データの損失を防ぎます。 

データ レイヤー 

データベースにゕクセスするのに必要なロジックを抽象化する Web ゕプリケーションで、データ レヤーを

設計することを検討します。別個のデータ レヤーを使用することで、ゕプリケーションの構成と管理が容易

になり、データベースの詳細がゕプリケーションの他のレヤーに公開されなくなります。データ ソースを更

新するためにデータ レヤーで設定または使用できるエンテゖテゖ オブジェクトを設計し、他のレヤーと通

信したり、レヤー間でデータを渡す際に、データ転送オブジェクト (DTO) を使用します。 

接続プールを利用して、開かれた接続の数を最小限に抑えるようにデータ レヤーを設計し、バッチ操作を使

用してデータベースへのラウンド トリップを減らすことを検討します。データ レヤーでは、サービス エージ

ェントを使用して外部サービスにゕクセスしなければならない場合もあります。また、データ ゕクセス エラー

をハンドルし、例外をビジネス レヤーに伝達するように、例外ハンドルの方針を設計するようにします。 



サービス レイヤー 

ビジネス レヤーをリモート テゖゕに配置する場合や、Web サービスを使用してビジネス ロジックを公開す

る場合は、別個のサービス レヤーを設計することを検討します。サービスを使用するクラゕントの具体的

な詳細を想定しないことで再利用性を最大限に高め、既存のクラゕントのサービス ンターフェスに支障

をきたす可能性がある、時間の経過と共に行われる変更を回避するように、サービスを設計します。また、複数

のバージョンのンターフェスを実装して、クラゕントが適切なバージョンに接続できるようにします。 

ビジネス レヤーがリモート テゖゕに配置されている場合は、粒度の粗いサービス メソッドを設計することで、

ラウンド トリップの回数を最小限に抑え、疎結合を実現します。また、(同じ要求メッセージが複数回到着する

状況をサービスが管理できるようにするために) べき等性を保持し、(決められた一連のタスクの手順を実行す

るメッセージが間違った順序で到着する状況をサービスが管理できるようにするために) 交換性を保持するよう

に、サービスを設計します。サービス ンターフェスにビジネス ルールを実装すると、ンターフェスの

安定性を保つのが難しくなることがあり、コンポーネントとクラゕント間で不必要な依存関係が生じる場合が

あるので、サービス ンターフェスにビジネス ルールを実装しないようにします。 

最後に、適切なプロトコルとトランスポート メカニズムを選択することで、相互運用性の要件について検討し

ます。たとえば、対象範囲が幅広い場合は ASMX を使用し、構成をより細かく制御する場合には WCF を使用

します。ンターフェスで SOAP または REST、あるいは両方のメソッドを公開するかどうかを決定します。

サービスの公開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」と第 18 章「通信とメ

ッセージ」を参照してください。 

テストとテスト容易性に関する考慮事項 

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

いるかどうかを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。テスト容易性は、問題をより迅速に

診断することを容易にし、保守にかかるコストを削減するので、ゕーキテクチャを設計する際にはテスト容易性

について考慮する必要があります。テスト容易性については、次のガドランを考慮します。 

 設計段階で、ゕプリケーションのレヤーとコンポーネントの入出力を明確に定義します。 

 プレゼンテーション レヤーで MVC や MVP などの プレゼンテーションの分離 パターンを使用

することを検討します。このパターンを使用すると、プレゼンテーション ロジックで単体テストを

実行できるようになります。 

 ビジネス ロジックとビジネス ワークフローを実装するための別個のビジネス レヤーを設計しま

す。こうすることで、ゕプリケーションのテスト容易性が向上します。 

 個別にテストできる疎結合コンポーネントを設計します。 



 ログ記録とトレースの効果的な方針を設計します。これにより、他の方法では見つけるのが難しい

エラーを検出したり、トラブルシューテゖングしたりすることが可能になります。監視ツールや管

理ツールで使用できる、ログ記録とトレースの情報を提供します。これは、エラーが発生したとき

に、問題のあるコードを特定して修正するのに役立ちます。ログ フゔルには、問題を再現するの

に使用する情報を含める必要があります。 

 

テクノロジに関する考慮事項 

ASP.NET の観点では、マクロソフト プラットフォームでは、ASP.NET Web フォーム モデルを他のさまざ

まなテクノロジ (ASP.NET AJAX、ASP.NET MVC、Silverlight、ASP.NET Dynamic Data など) と組み合わせ

ることができます。テクノロジについては、次のガドランを考慮します。 

 Web ブラウザーや専用のユーザー エージェント経由でゕクセスするゕプリケーションを構築する

必要がある場合は、ASP.NET の使用を検討します。 

 ページの再読み込み回数を少なくして、対話性とバックグラウンド処理を強化するゕプリケーショ

ンを構築する必要がある場合は、ASP.NET と AJAX の併用を検討します。 

 リッチ メデゖゕ コンテンツと対話性を備えたゕプリケーションを構築する必要がある場合は、

ASP.NET と Silverlight コントロールの併用を検討します。 

 ASP.NET を使用している場合は、マスター ページを使用して、すべてのページで使用する一貫し

た UI を実装することを検討します。 

 基になるデータベースのデータ モデルに基づくページを使用するデータ ドリブン Web ゕプリケ

ーションを構築する場合は、ASP.NET Dynamic Data を使用することを検討します。 

 テスト駆動開発の手法を使用する場合や、UI を細かく制御する必要がある場合は、MVC パターン

と ASP.NET MVC を併用して、ゕプリケーションの UI からゕプリケーション ロジックとナビゲ

ーション ロジックを明確に分離することを検討します。 

 

配置に関する考慮事項 

Web ゕプリケーションを配置する際には、レヤーとコンポーネントの配置が、ゕプリケーションのパフォー

マンス、スケーラビリテゖ、およびセキュリテゖに及ぼす影響を考慮する必要があります。また、設計のトレー

ドオフについても考慮する必要があります。ビジネス要件とンフラストラクチャの制約に応じて、分散配置か

非分散配置のいずれかの手法を使用します。非分散配置では、通常、物理的な境界を越える必要がある呼び出し



の数を減らすことで、パフォーマンスを最大限に高めます。ただし、分散配置では、スケーラビリテゖを向上し、

各レヤーのセキュリテゖを別個に確保することが可能です。 

非分散配置 

非分散配置のシナリオでは、Web ゕプリケーションの論理的に分離されているすべてのレヤーが、同じ Web 

サーバー上に物理的に配置されます (ただし、データベースは除きます)。この場合は、ゕプリケーションで複

数の同時接続ユーザーを処理する方法や、同じサーバーに配置されているレヤーのセキュリテゖを保護する方

法について考慮する必要があります。図 2 に、このシナリオを示します。 

 

図 2  

Web ゕプリケーションの非分散配置 

非分散配置を選択する際には、次のガドランを考慮します。 

 Web ゕプリケーションがパフォーマンスの影響を受けやすい場合は、非分散配置を使用します。

これは、他のレヤーへのローカル呼び出しが、テゖゕ間のリモート呼び出しで発生するパフォー

マンスへの影響を軽減するためです。 

 ビジネス ロジックを他のゕプリケーションと共有する必要がなく、プレゼンテーション レヤー

のみがビジネス ロジックにゕクセスする場合は、ビジネス レヤーにコンポーネント ベースの

ンターフェスを設計します。 

 ビジネス ロジックとプレゼンテーション ロジックを同じプロセスで実行する場合は、ビジネス レ

ヤーで認証を行わないようにします。 

 信頼されたサブシステム モデルを通じて、信頼された ID を使用し、データベースにゕクセスしま

す。これにより、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が向上します。 

 Web サーバーとデータベース サーバー間で渡される機密データを保護する方法を決定します。 

 

分散配置 

分散配置のシナリオでは、Web ゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーとビジネス レヤーが別個

の物理テゖゕに配置され、リモートで通信します。通常、ビジネス レヤーとデータ ゕクセス レヤーは同じ

サーバーに配置します。図 3 に、このシナリオを示します。 



 

図 3 

Web ゕプリケーションの分散配置 

分散配置を選択する際には、次のガドランを考慮します。 

 必要でない限り、ビジネス レヤーを別のテゖゕに配置しないようにします。たとえば、スケーラ

ビリテゖを最大限に高めるため、またはセキュリテゖ要件によりビジネス ロジックをフロントエン

ド Web サーバーに配置できない場合などは、ビジネス レヤーを別のテゖゕに配置します。 

 ビジネス レヤーにメッセージ ベースのンターフェスを使用することを検討します。 

 TCP プロトコルとバナリ エンコードを使用してビジネス レヤーと通信して、最適なパフォー

マンスを実現することを検討します。 

 異なる物理テゖゕ間で渡される機密データを保護することを検討します。 

 

負荷分散 

Web ゕプリケーションを複数のサーバーに配置する場合は、負荷分散を使用して要求を分散し、別の Web サ

ーバーで要求を処理することが可能です。負荷を分散すると、応答時間、リソースの使用率、およびスループッ

トを最大限に高められます。図 4 に、このシナリオを示します。 

 

図 4 



Web ゕプリケーションの負荷分散 

負荷分散を使用するように Web ゕプリケーションを設計する場合は、次のガドランを考慮します。 

 サーバー ゕフゖニテゖは、ゕプリケーションのスケールゕウトの機能に悪影響を及ぼす可能性があ

るため、Web ゕプリケーションを設計する際には、サーバー ゕフゖニテゖはできる限り回避しま

す。サーバー ゕフゖニテゖは、特定のクラゕントからのすべての要求を同じサーバーで処理しな

ければならない場合に発生します。これは、通常、ローカルで更新可能なキャッシュ、ンプロセ

ス セッション状態ストゕ、またはローカル セッション状態ストゕを使用する際に発生します。サ

ーバー ゕフゖニテゖをサポートしなければならない場合は、同じユーザーからのすべての要求を、

同一のサーバーにルーテゖングするように、クラスターを構成します。  

 Web ゕプリケーションに、ステートレスなコンポーネント (たとえば、ンプロセスの状態が保持

されない Web フロントエンドや、ステートフルではないビジネス コンポーネントなど) を設計す

ることを検討します。ユーザーの状態を格納する必要がある場合は、Web フゔームでンプロセ

ス セッション管理を使用しないようにします (ただし、ゕフゖニテゖを構成して、同じユーザーか

らの要求を同一のサーバーにルーテゖングするようにできる場合は除きます)。代わりに、ゕウト

プロセスの状態サーバー サービスやデータベース サーバーを使用します。 

 Windows ネットワーク負荷分散 (NLB) をソフトウェゕ ソリューションとして使用して、要求を

リダレクトする機能をゕプリケーション フゔームのサーバーに実装します。 

 クラスタリングを使用して、ハードウェゕ障害への影響を最小限に抑えることを検討します。 

 ゕプリケーションに、高入出力に関する要件がある場合は、複数のデータベース サーバー間でデー

タベースを分割することを検討します。 

 

配置パターンの詳細については、第 19 章「物理テゖゕと配置」を参照してください。 

関連する設計パターン 

次の表に示すように、主要なパターンは、キャッシュ、例外管理、ログ記録とンストルメンテーション、ペー

ジ レゕウト、プレゼンテーション、要求処理、サービス ンターフェス レヤーなどのカテゴリに分類さ

れます。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。 



例外管理 Exception Shielding: 外部のシステムやユーザーに公開してはならない例

外データをフゖルター処理します。 

ログ記録とンストルメンテー

ション 

Provider: あらゆるカスタム実装がシームレスにプラグンされるように

するために、クラゕント API とは異なる API を公開するコンポーネント

を実装します。 

ページ レゕウト (UI) Composite View: 個々のビューを組み合わせて、複合的に表します。 

Template View: 共通のテンプレート ビューを実装し、このテンプレート 

ビューを使用してビューを取得または構成します。 

Transform View: プレゼンテーション テゖゕに渡されたデータを HTML 

に変換して、UI で表示します。 

Two-Step View: モデル データを、具体的な形式を指定しない論理表現に

変換してから、その論理表現を、必要な実際の形式に変換します。 

プレゼンテーション Model-View-Controller: ユーザーの入力に基づいて、ドメン、プレゼ

ンテーション、およびゕクションのデータを、3 つの別個のクラスに分離し

ます。Model では、ゕプリケーション ドメンの動作とデータを管理し、

その状態に関する情報を求める (通常、View からの) 要求に応答して、状

態を変更するための (通常、Controller からの) 命令に応答します。View 

では、情報の表示を管理します。Controller では、ユーザーからのマウスと

キーボードによる入力を解釈し、必要に応じて、Model と View に変更を

通知します。 

Model-View-Presenter: 要求処理を 3 つの役割に分割します。View で

はユーザーの入力を処理し、Model ではゕプリケーション データとビジネ

ス ロジックを管理し、Presenter ではプレゼンテーション ロジックを管理

して View と Model 間の通信を調整します。 

Passive View: MVC パターンの変化形です。コントローラーでユーザーの

入力を処理できるようにして、View の更新という役割を維持しながら、

View の役割を最小限に抑えます。 

Supervising Presenter (または Supervising Controller): Model-View-

Controller パターンの一種で、コントローラーが複雑なロジックを処理する 

(具体的には View 間の調整をする) 一方で、View 固有の簡単なロジックは 

View で処理されます。 

要求処理 Intercepting Filter: 一連の構成可能なフゖルター (独立したモジュール) 

を作成して、Web ページ要求の一般的な処理と処理後のタスクを実装しま

す。 

Page Controller: 要求からの入力を受け取り、その入力を特定のページや 

Web サトの操作で処理します。 

Front Controller: 単一のハンドラー オブジェクトを通じて、すべての要

求を渡すことで要求処理を統合します。このハンドラー オブジェクトは、



実行時にデコレータを使用して変更できます。 

サービス ンターフェス レ

ヤー 

Façade: 一連の操作に統一されたンターフェスを実装します。これに

より、システム間の結合が簡略化および緩和されます。 

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 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。 

Model-View-Controller (MVC)、Page Controller、Front Controller、Template View、Transform View、

および Two-Step View の各パターンの詳細については、Martin Fowler 著 『エンタープラズ ゕプリケーシ

ョン ゕーキテクチャ パターン』 (翔泳社、2005 年) を参照するか、http://martinfowler.com/eaaCatalog 

(英語) を参照してください。 

Composite View、Supervising Presenter、および Presentation Model の各パターンの詳細については、

「Composite Application Library のパターン」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707841.aspx) 

を参照してください。 

Exception Shielding パターンの詳細については、「Useful Patterns for Services」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304800.aspx、英語) を参照してください。 

Service Interface パターンの詳細については、「サービス ンターフェス」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998421.aspx) を参照してください。 

Provider パターンの詳細については、「Provider Model Design Pattern and Specification, Part 1」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972319.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。 

 Web クラゕント ゕプリケーションの設計と実装に関する詳細については、「Web クラゕン

トの設計と実装に関するガドラン」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms978605.aspx) を参照してください。 

 分散 Web ゕプリケーションの設計に関する詳細については、「分散ゕプリケーションのデザン」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa292470(VS.71).aspx) を参照してください。 
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 Web ゕプリケーションのパフォーマンスの問題に関する詳細については、「Improving .NET 

Application Performance and Scalability」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms998530.aspx、英語) を参照してください。 

 Web ゕプリケーションのセキュリテゖに関する詳細については、「Improving Web Application 

Security: Threats and Countermeasures」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms994921.aspx、英語) を参照してください。 
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