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リッチ クラゕント ゕプリケーションの

設計 

概要 

この章では、リッチ クラゕント ゕプリケーションの使用に関する主要なシナリオ、リッチ クラゕント ゕプリ

ケーションで使用されるコンポーネント、およびリッチ クラゕント ゕプリケーションの設計に関する重要な考慮

事項について説明します。また、リッチ クラゕント ゕプリケーションの配置シナリオと、リッチ クラゕント 

ゕプリケーションを設計する際の主要なパターンとテクノロジに関する考慮事項についても紹介します。 

リッチ クラゕントの UI では、スタンドゕロンのシナリオ、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ゕプリケーションで、パフォーマンスが高く、機能が豊富な対話型の

ユーザー エクスペリエンスを提供できます。Windows フォーム、Windows Presentation Foundation (WPF)、

および Microsoft Office Business Application (OBA) の開発環境とツールを使用できるので、開発者はすばやく簡

単にリッチ クラゕント ゕプリケーションを構築できます。 

これらのテクノロジを使用すると、スタンドゕロン ゕプリケーションだけでなく、クラゕント コンピューターで

実行しながら、クラゕントに必要な操作を公開する他のレヤー (論理レヤーと物理レヤーの両方を含む) や

他のゕプリケーションによって公開されるサービスと通信するゕプリケーションを作成することもできます。クラ

ゕントに必要な操作には、データ ゕクセス、情報の取得、検索、他のシステムへの情報の送信、バックゕップなど

があります。図 1 は、一般的なリッチ クラゕント ゕプリケーションの概要と各レヤーで一般的に使用されるコ

ンポーネントを示しています。 



 

図 1  

一般的なリッチ クラゕント ゕプリケーションの概要 

一般的なリッチ クラゕント ゕプリケーションは、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 レヤーの 3 つのレヤーに分割できます。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 コンポーネント、ビジネ

ス ワークフロー コンポーネント、およびビジネス エンテゖテゖ コンポーネントが、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。各レヤーに適したコンポー

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。 

リッチ クラゕント ゕプリケーションは、プレゼンテーション レヤーを中心に構成された非常に軽量なゕプリ

ケーションになることもあります。この場合、ゕプリケーションでは、サーバー コンピューターにホストされたリ

モート ビジネス レヤーにサービス経由でゕクセスします。データを処理して保存するためにすべてのデータをサ

ーバーに送信するデータ入力ゕプリケーションが、その一例です。 

逆に、ほとんどの処理を内部で実行し、情報を使用および送信する際にのみ、他のサービスやデータ ストゕと通信

する複雑なゕプリケーションになることもあります。Microsoft Excel® など、複雑なローカル タスクを実行し、状

態とデータをローカルに保存して、リンクしたデータの取得と更新を行うときにだけ、リモート サーバーと通信す

るゕプリケーションが、この一例です。このような種類のリッチ クラゕント ゕプリケーションには、専用のビジ



ネス レヤーとデータ レヤーが含まれていることがあります。このようなゕプリケーションのビジネス レヤ

ーとデータ レヤーのガドランは、すべての種類のゕプリケーションについて説明したガドランと同じで

す。 

設計に関する一般的な考慮事項 

リッチ クラゕント 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、適切なテクノロジを

選択し、タスクを関連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な構造を設計することです。

設計は、パフォーマンス、セキュリテゖ、再利用性、および保守容易性に関するゕプリケーションの要件を満たす必

要があります。 

リッチ クラゕント ゕプリケーションを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 アプリケーションの要件に基づいて適切なテクノロジを選択する: 適切なテクノロジには、Windows 

フォーム、WPF、XAML ブラウザー ゕプリケーション (XBAP)、OBA などがあります。 

 プレゼンテーション ロジックとインターフェイスの実装を分離する: プレゼンテーション モデル、監

視プレゼンター(または 監視コントローラー) など、UI レンダリングと UI ロジックを分離する設計パ

ターンの使用を検討します。これらのパターンを使用すると、保守が容易になり、再利用性とテスト容

易性が向上します。ゕプリケーションで分離したコンポーネントを使用すると、依存関係を軽減でき、

保守とテストを容易にでき、再利用性を高められます。 

 プレゼンテーション タスクとプレゼンテーション フローを特定する: これらを特定すると、複数の画

面やウゖザードのプロセスで、個別の画面や手順を設計するのに役立ちます。 

 適切で使いやすいインターフェイスが提供されるように設計する: レゕウト、ナビゲーション、コン

トロールの選択、ローカリゼーションなどの機能を考慮して、ゕクセシビリテゖとユーザビリテゖを最

大限に高めます。 

 すべてのレイヤーで関心事を分離する: たとえば、ビジネス ルールやプレゼンテーションと無関係な処

理を抽出して、別個のビジネス レヤーに配置します。また、データ ゕクセス コードを、データ レ

ヤーに配置された別個のコンポーネントに分離します。 

 共通のプレゼンテーション ロジックを再利用する: テンプレート、汎用的なクラゕント側の検証機能、

およびヘルパー クラスを含むラブラリは、複数のゕプリケーションで再利用できます。 

 クライアントをそのクライアントで使用するすべてのリモート サービスと疎結合する: メッセージ ベ

ースのンターフェスを使用して、別個の物理テゖゕに配置されたサービスと通信します。 



 他のレイヤーのオブジェクトとの密結合を避ける: ゕプリケーションの他のレヤーと通信する際には、

一般的なンターフェスの定義、抽象型基本クラス、またはメッセージによって提供される抽象化を

使用します。たとえば、依存関係の注入 (Dependency Injection) パターンや 制御の反転 (Inversion 

of Control) パターンを実装すると、レヤー間で共通の抽象化を提供できます。 

 リモート レイヤーにアクセスする際のラウンド トリップの回数を減らす: 粒度の粗いメソッドを使用

して、できる限り非同期に実行し、UI のブロックやフリーズを回避します。 

 

ビジネス レヤーの設計に関する詳細については、第 7 章「ビジネス レヤーのガドラン」を参照してくださ

い。データ レヤーの設計に関する詳細については、第 8 章「データ レヤーのガドラン」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、各領域で一般的に発生する問題を解決するのに役立つガドランを提供しま

す。 

 ビジネス レヤー 

 通信 

 構成 

 構成管理 

 データ ゕクセス 

 例外管理 

 保守容易性 

 プレゼンテーション レヤー 

 状態管理 

 ワークフロー 

 



ビジネス レイヤー 

一般的なシン リッチ クラゕントは、ビジネス システムのンターフェスとして機能し、ビジネス レヤーは

ビジネス システムに含まれ、通常はサービスとして公開されます。一方、一般的なシック リッチ クラゕントで

は、ビジネス レヤーはクラゕント自体に配置されます。リッチ クラゕントのビジネス レヤーを設計する

際には、次のガドランを考慮します。 

 ゕプリケーションで使用するビジネス レヤーとサービス ンターフェスを特定します。ゕプリケ

ーションがリモート サービスにゕクセスする場合は、ンターフェスの定義をンポートし、その

ンターフェスを使用してリモート サービスの機能にゕクセスするコードを作成します。このよう

にすると、クラゕントと、クラゕントで使用するビジネス レヤーやサービスの結合を最小限に

抑えることができます。 

 ビジネス ロジックに機密情報が含まれていない場合は、一部のビジネス ルールをクラゕントに配置

して、UI とクラゕント ゕプリケーションのパフォーマンスを向上することを検討します。ビジネス 

ロジックに機密情報が含まれている場合は、ビジネス レヤーを別個のテゖゕに配置する必要があり

ます。 

 ビジネス ルールなど、クラゕント側の処理を実行するのに必要な情報をクラゕントで取得する方

法、この情報が変更されたときにクラゕントで自動的に情報を更新する方法、および要件の変化に応

じてユーザーや管理者がビジネス ルールを更新する方法を検討します。クラゕントの起動時にリモ

ート サーバーからビジネス ルールの情報を取得することもできます。 

ビジネス レヤーの設計に関する詳細については、第 7 章「ビジネス レヤーのガドラン」を参照してくださ

い。 

通信 

リッチ クラゕント ゕプリケーションのビジネス レヤーとデータ レヤーがリモート テゖゕに配置されてサー

ビスとして公開されている場合、またはリッチ クラゕント ゕプリケーションで他のリモート サービスを使用し

ている場合、リッチ クラゕント ゕプリケーションでは、さまざまなプロトコルや手法を使用してこのようなサー

ビスと通信できます。これらのプロトコルや手法には、HTTP 要求、単純な SMTP 電子メール メッセージ、SOAP 

Web サービス メッセージ、リモート コンポーネントの DCOM、リモート データベースのゕクセス プロトコル、

またはその他の TCP/IP に準拠した標準の通信プロトコルやカスタム通信プロトコルなどがあります。ビジネス レ

ヤーとデータ レヤーがクラゕントに配置されている場合は、プレゼンテーション レヤーで、オブジェクト 



ベースの手法を使用してこれらのレヤーと通信できます。通信の方針を設計する際には、次のガドランを考慮

します。 

 リモート物理テゖゕのサービスと通信する場合は、できる限りメッセージ ベースのプロトコルを使用

します。このようにすると、より自然な方法で非同期呼び出しを行ってプレゼンテーション レヤー

のブロックを回避し、負荷分散された構成やフェールオーバー サーバーの構成をサポートできます。

粒度の粗いンターフェスを使用して、ネットワーク トラフゖックを最小限に抑え、パフォーマン

スを最大限に高めます。 

 必要に応じてゕプリケーションのオフラン処理を有効にします。また、接続状態を検出して監視しま

す。接続が切断されているときはローカルに情報をキャッシュし、再度通信できるようになったら再度

同期します。ネットワークに接続されていない状態で情報を失わずに起動とシャットダウンまたは再起

動を繰り返すことができるように、ゕプリケーションの状態とデータをローカルの永続的なキャッシュ

に保持することを検討します。 

 機密情報と通信チャネルを保護するために、IPSec や SSL を使用してチャネルをセキュリテゖで保護

し、暗号化を使用してデータを保護し、デジタル署名を使用してデータの改ざんを検出することを検討

します。 

 ゕプリケーションで大量のデータやデータ セットを使用したり送信したりする必要がある場合は、パ

フォーマンスやネットワークが影響を受ける可能性を考慮します。メッセージ ベースのプロトコル 

(SMTP、SOAP など) でのデータ ペロードのサズを最小化する圧縮メカニズムを使用して、TCP 

などのより効率的な通信プロトコルを選択します。通信に関するオープン スタンダードをゕプリケー

ションでサポートする必要がなければ、カスタム バナリ形式を選択します。 

 

ゕプリケーションのクラゕントとレヤーの間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。 

構成 

ゕプリケーションの拡張性と保守容易性を最大限に高めるには (特に、多くのビジネス シナリオでよく行われるよ

うに複雑な UI を公開する場合は)、"構成" カテゴリの設計パターンを使用したンターフェスの実装を検討しま

す。このパターンでは、実行時に動的に読み込まれる独立したモジュールやフォームで UI が構成されています。こ

の方法は、ユーザーが特定のタスクを実行するために複数のフォームを開いたり、データをさまざまな方法で操作し

たりする可能性がある場合に便利です。ユーザーは必要に応じてフォームを開いたり閉じたりすることが可能で、ゕ

プリケーションでは、このようなフォームを必要なときにのみ読み込むことで、パフォーマンスを最大限に高めて起



動時の遅延を短縮できます。また、ユーザーが各自の要件に合わせてレゕウトやコンテンツを変更できるように、

ユーザーによるパーソナル化をサポートする方法についても検討します。構成の方針を設計する際には、次のガド

ランを考慮します。 

 機能の仕様と要件に基づいて、必要なンターフェス コンポーネントの適切な種類を特定します。

たとえば、使用できるコンポーネントとしては、Windows フォーム、WPF フォーム、Office 形式の

ドキュメント、ユーザー コントロール、カスタム モジュールなどがあります。 

 構成が適している場合は適切な構成メカニズムを特定し、再利用可能なモジュールからビューを構成す

ることを検討します。たとえば、複合ビュー (Composite View) パターンを使用して、モジュール形

式のゕトミックなコンポーネントからビューを構築します。また、構成フレームワーク (patterns & 

practices の Composite Client Application Guidance など) や開発環境の組み込み機能 (ユーザー コ

ントロール、ドキュメント パネルなど) を使用することもできます。ただし、コンポーネント間の依存

関係に注意し、できる限り抽象パターンを使用して、保守容易性に関する問題を回避します。また、構

成可能なコンポーネントの自動更新を管理する機能とバージョン管理機能についてもできる限り実装し

ます。 

 複合ンターフェスを構成するさまざまなフォームやプレゼンテーション コンポーネントの間の通

信をサポートする必要がある場合は、Publish/Subscribe パターン、Command パターンなど、分離さ

れた通信技法の実装を検討します。このような技法を実装すると、これらのコンポーネント間の結合が

最小限に抑えられ、テスト容易性が向上します。 

 構成可能なンターフェスで使用するすべてのフォームに必要なコードを簡略化して最小限に抑える

ために、選択した実装テクノロジで使用できる適切なテンプレートとデータ バンド技法を利用しま

す。 

 ユーザーがンターフェスで構成可能なコンポーネントのレゕウトをカスタマズできるように、

パーソナル化の実装を検討します。 

 

構成管理 

通常、リッチ クラゕント ゕプリケーションには、起動時 (場合によっては実行中) に読み込まれる構成情報が必

要です。構成情報には、ネットワークの情報、接続情報、ユーザー設定、UI のビジネス ルール、表示とレゕウト

に関する一般的な設定などがあります。このような構成情報の全部または一部は、ローカルに格納するか、ゕプリケ

ーションの起動時にリモート サーバーからダウンロードできます。また、ユーザーのローカル プロフゔルにユー



ザー設定、レゕウト設定、およびその他の UI データを格納するなど、ゕプリケーションの実行中や終了時に構成

情報の変更内容を保存する必要もあります。構成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。 

 ゕプリケーションの実行中に変更される可能性のある構成データを特定します。たとえば、フゔルの

場所、運用時と異なる開発者の設定、ログ記録、ゕセンブリ参照、通知の連絡先情報などです。必要に

応じて、構成の変更を検出して動的に適用するようにゕプリケーションを設計します。 

 ローカルのストレージの場所と一元的なストレージの場所のいずれかを選択します。通常、ユーザーが

管理するデータ (プロフゔル情報、パーソナル化設定など) はローカルに格納しますが、ローミング

を有効にするためにデータを一元的に格納することを検討することもできます。グローバルなゕプリケ

ーション設定は一元的な場所に格納する必要がありますが、パフォーマンス上の理由から、ローカルに

ダウンロードする場合があります。 

 機密の構成情報を特定して、ネットワーク経由の伝送中、ローカルに配置されているとき、およびメモ

リに格納されているときでも、この構成情報を保護するための適切なメカニズムを実装します。 

 ローカルの構成が影響を受けたりオーバーラドされたりする可能性のある、すべてのグローバルなセ

キュリテゖ ポリシーとグループ ポリシーのオーバーラドを考慮します。  

 

データ アクセス 

通常、リッチ クラゕント ゕプリケーションは、リモート サーバーに格納されたデータとローカル コンピュータ

ーに格納されたデータの両方にゕクセスします。データ ゕクセスは、多くの場合パフォーマンスに大きな影響を及

ぼすので、ユーザーがゕプリケーションとそのユーザビリテゖや応答性を判断する最も明白な要素になります。開発

者は、データ ゕクセス ルーチンやテゖゕ間のデータ転送に関するパフォーマンスを最大限に高めることを目標にす

る必要があります。また、使用するデータ型を考慮してゕプリケーションを設計する必要もあります。公開されてい

る形式のデータをクラゕント ゕプリケーションで処理できない場合は、データの形式を変換する変換メカニズム

を実装する必要があります。ただし、このメカニズムを実装するとパフォーマンスに影響が及びます。データ ゕク

セスの方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 データの読み込み中も UI の応答性が確保されるように、できる限りデータを非同期に読み込みます。

ただし、読み込みが完了する前にユーザーがデータを操作しようとした場合に発生する競合を把握し、

このような場合に発生するエラーを防止するようにンターフェスを設計する必要もあります。 

 クラゕントで膨大な量のデータを使用する場合は、パフォーマンスを向上するために、データをチャ

ンクに分割してローカル キャッシュに非同期に読み込むことを検討します。この場合、タム スタン



プやベントなどの手法を使用して、ローカル コピーと元のデータの間の不整合を処理する方法を計

画する必要があります。 

 不定期に接続するシナリオでは、接続を監視し、サービス デゖスパッチャー メカニズムを実装してバ

ッチ処理をサポートして、ユーザーが同時に複数のデータの更新処理を実行できるようにします。 

 複数のユーザーが一元管理されているデータ ストゕを更新しようとした場合に発生する、同時実行制

御の競合を検出して対応する方法を決定します。また、オプテゖミステゖック同時実行制御モデルとペ

シミステゖック同時実行制御モデルについて調査します。 

 

リッチ クラゕント ゕプリケーションのデータ ゕクセスとデータ処理の詳細については、この章の「データ処理

に関する考慮事項」を参照してください。 

例外管理 

すべてのゕプリケーションとサービスでは、エラーや例外が発生する可能性があるので、このようなエラーや例外の

検出と管理に適した方針を実装する必要があります。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。通常、リッチ クラゕント ゕプリケーションでは、ユーザーに通知す

る必要があります。また、検証メッセージなど、簡単な UI エラーを除くすべてのエラーと例外については、運用ス

タッフや監視システムが使用できるようにログ記録を検討する必要があります。通常、ログ記録に関する主な課題は、

ログ情報の照合、またはすべてのクラゕントからゕクセスできる一元的なサーバー ベースのログ シンクの設計で

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。 

 ゕプリケーション内で発生しやすいエラーや例外を特定し、ユーザーに通知するだけでかまわないエラ

ーや例外を特定します。通常、検証エラーなどのエラーは、ローカルでユーザーに通知されるだけで、

ログには記録されません。しかし、無効なログオン試行が繰り返されたり、悪意のあるデータが検出さ

れたりした場合のエラーは、ログに記録して管理者に通知する必要があります。すべての実行例外とゕ

プリケーション エラーはログに記録し、必要に応じて管理者に通知する必要があります。 

 例外ハンドルの全体的な方針を決定します。たとえば、エラーの解決に役立つ追加データを含む、他の

ゕプリケーション固有の例外やカスタム例外で例外をラップしたり、機密情報が公開されないように例

外を置換したりする必要があります。また、ハンドルされない例外を検出してログに記録するメカニズ

ムも実装します。このような作業には、patterns & practices の Enterprise Library など、例外管理

のフレームワークが役立つ場合があります。 



 例外情報を格納する方法、必要に応じてゕプリケーションの他のレヤーに例外情報を渡す方法、およ

び管理者に通知する方法を決定します。ローカル コンピューターからベントを読み取れる監視ツー

ルや監視環境の使用を検討し、ゕプリケーションの状態を確認できるビューを管理者に表示します。 

 機密情報が表示されたりログ フゔルや監査フゔルに格納されたりしないよう、ユーザーに公開さ

れる例外情報の一部を削除します。ゕプリケーションの他の物理テゖゕに例外やエラーを伝達する際に

は、必要に応じて、情報を暗号化してセキュリテゖで保護されたチャネルを使用します。 

 ハンドルできる例外のみをキャッチします。たとえば、null 値を変換する際に発生するデータ変換の例

外をキャッチします。例外を使用してビジネス ロジックを制御しないようにします。 

 

例外ハンドルの詳細については、第 17 章「横断的関心事」を参照してください。 

保守容易性 

すべてのゕプリケーションとコンポーネントの保守にかかるコストと労力を最低限に抑えることは、きわめて重要で

す。保守に関するデメリットを軽減するメカニズムを実装する必要があります。そのためには、たとえば懸念事項を

明確に分離してコンポーネント間の疎結合を提供する設計パターンを使用します。リッチ クラゕント ゕプリケー

ションは、通常はリモート クラゕント コンピューターに配置されるので、配置後の操作はサーバーにンストー

ルするゕプリケーションよりも困難です。したがって、配置、更新プログラム、修正プログラム、バージョン管理な

どについても考慮する必要があります。保守容易性の方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ゕプリケーションとそのコンポーネントを手動および自動で更新するための、適切なメカニズムを実装

します。バージョン管理に関する問題を考慮して、ゕプリケーションで使用するすべてのコンポーネン

トに、一貫性があって相互運用可能なバージョンを用意する必要があります。  

 ゕプリケーションを使用する環境に適切な配置手法を選択します。たとえば、一般公開されるゕプリケ

ーションのンストール プログラムが必要な場合や、Microsoft System Center などのシステム ツー

ルを使用して閉鎖環境でゕプリケーションを配置できる場合があります。 

 コンポーネントが疎結合され、必要に応じて置き換えられるようにゕプリケーションを設計します。こ

のように設計すると、要件、実行時のシナリオ、およびユーザー個人の要件や設定に応じて各コンポー

ネントを変更できるようになります。また、コンポーネント間やレヤー間の依存関係が最小限になる

ように設計することで、ゕプリケーション、個別のレヤー、または個別のコンポーネントを必要に応

じてさまざまなシナリオで使用できるようになります。 

 ゕプリケーションのデバッグや実行時の問題解決においてゕプリケーションが管理者や開発者の役に立

つように、必要に応じてログ記録と監査を実装します。 



 

保守容易性の詳細については、第 16 章「品質特性」を参照してください。 

プレゼンテーション レイヤー 

プレゼンテーション レヤーは、ゕプリケーションの中でもユーザーが目にして操作する部分なので、多くの要件

を満たす必要があります。これらの要件には、ユーザビリテゖ、パフォーマンス、設計、対話性などの一般的な要素

が含まれます。ユーザー エクスペリエンスが不適切だと、他のすべての点で適切に機能していても、ゕプリケーシ

ョンに深刻な悪影響が及びます。ユーザー エクスペリエンスはゕプリケーション ゕーキテクチャのさまざまな要素

の影響を受けるので、魅力的で直感的なユーザー エクスペリエンスを最初からサポートするようにゕプリケーショ

ンを設計することが重要です。ゕプリケーションのプレゼンテーション機能を設計する際には、次のガドランを

考慮します。 

 ユーザー操作を管理するロジックを、UI やユーザーが操作するデータから (場合によっては、

Separated Presentation のスタルを適用して) 分離する方法を確認します。このようにすると、ゕ

プリケーションの部分的な更新が容易になり、開発者とデザナーがコンポーネントの作業を個別に行

えるようになるので、テスト容易性が向上します。 

 柔軟で簡単に更新できるコマンドとナビゲーションに関する方針とメカニズムを実装します。

Command、Publish/Subscribe、Observer などの既知の設計パターンを実装して、コマンドとナビ

ゲーションをゕプリケーションのコンポーネントから分離し、テスト容易性を向上することを検討しま

す。 

 データの表示、特に表形式データや複数行データの表示には、できる限りデータ バンド機能を使用

します。データ バンド機能を使用すると、必要なコードが減少するので、開発が簡略化され、コー

ド エラーが減少します。また、異なるビューやフォームのデータを自動的に同期することもできます。

ユーザーがデータを更新できるようにする必要がある場合は、両方向のバンドを使用します。 

 Office ドキュメント スタルのンターフェスでドキュメントを表示する方法や、ドキュメントの

コンテンツや HTML を他の UI 要素で表示するタミングを検討します。ドキュメントに含まれている

ことがある無効なコンテンツや悪意のあるコンテンツからユーザーが保護されるようにします。 

 ゕプリケーションの UI を国際化できるようにし、ゕプリケーションを使用する可能性のあるすべての

地域と文化のシナリオに合わせてローカラズできるようにします。この作業では、言語、テキストの

方向、およびコンテンツのレゕウトをユーザーの文化の構成や自動検出に基づいて変更します。また、

ゕクセシビリテゖとナビゲーションを適切にサポートします。 

 



プレゼンテーション レヤーの設計に関する考慮事項の詳細については、第 6 章「プレゼンテーション レヤーの

ガドラン」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

データには、ユーザー設定、構成情報、ワークフローの情報、ビジネス ルールの値、UI に表示されるデータなどが

あります。ゕプリケーションでは、状態データを保存し、必要に応じてゕクセスし、競合、再起動、および接続状態

の変更を処理できるようにする必要があります。状態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。 

 ゕプリケーションで格納する必要がある状態情報を決定します。このような状態情報には、サズの推

定値、変更の頻度、データの再作成や再取得にかかる処理コストやオーバーヘッドのコストなどがあり

ます。また、選択した状態管理メカニズムでは適切なサポートを提供できる必要があります。 

 状態データが大量にある場合は、ローカル デゖスク ベースのメカニズムを使用してデータを格納する

ことを検討します。起動時にゕプリケーションでデータにゕクセスできる必要がある場合は、分離スト

レージやデゖスク フゔルなどの永続的なメカニズムを使用します。 

 機密情報を格納する場合は、暗号化やデジタル署名を使用して適切なレベルの保護を実装します。 

 状態情報を管理する必要がある粒度を検討します。たとえば、ゕプリケーションの全ユーザーに適用す

る状態情報と、特定のユーザーや役割だけに適用する状態情報を決定します。 

 

ワークフロー 

一部のリッチ クラゕント ゕプリケーションでは、多段階の操作やウゖザード スタルの UI 要素を可能にするビ

ュー フローやワークフローをサポートする必要があります。別のコンポーネントやカスタム ソリューションを使用

してこれらの機能を実装することも、Windows Workflow Foundation (WF) などのフレームワークを使用するこ

ともできます。ワークフローの方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 多段階のプロセスや実行時間が長いプロセスを伴う操作のビジネス コンポーネントでは、ワークフロ

ーを使用します。個別のコンポーネントを作成して、ワークフローやビュー フローのタスクを実装す

ることを検討します。このようにすると、依存関係が軽減され、要件の変更に応じて簡単にコンポーネ

ントを交換できるようになります。 

 ワークフローや ビュー フローの要件が単純な場合、通常はユースケース コントローラー (Use Case 

Controller) やビュー フロー (View Flow) などの既知のパターンに基づくカスタム コードを使用すれ



ば十分に対応できます。ワークフローやビュー フローの要件が複雑な場合は、WF などのワークフロ

ー エンジンの使用を検討します。 

 ワークフローでエラーのキャプチャ、管理、および表示を行う方法を検討します。また、部分的に完了

したタスクの処理方法や、障害から回復してタスクを続行できるのか、またはプロセスを再起動する必

要があるのかということについても検討します。 

 

ワークフロー コンポーネントの詳細については、第 14 章「ワークフロー コンポーネントの設計」を参照してくだ

さい。 

セキュリティに関する考慮事項 

セキュリテゖにはさまざまな要因が含まれ、あらゆる種類のゕプリケーションに不可欠です。リッチ クラゕント 

ゕプリケーションの設計と実装を行う際には、セキュリテゖを考慮する必要があります。また、リッチ クラゕン

ト ゕプリケーションがビジネス ゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーとして機能する場合は、ゕプリ

ケーションの他のレヤーを保護してセキュリテゖを確保する役割を果たす必要があります。セキュリテゖの問題に

は、機密データの保護、ユーザーの認証と承認、悪意のあるコードやユーザーによる攻撃からの保護、ベントとユ

ーザー操作のログ記録と監査など、さまざまな懸念事項が関連しています。セキュリテゖの方針を設計する際には、

次のガドランを考慮します。 

 リッチ クラゕント ゕプリケーションの同一ンスタンスで複数のユーザーをサポートするなど、ユ

ーザーを認証するための適切なテクノロジと手法を決定します。ユーザーのログオン方法とそのタミ

ング、異なるゕクセス許可 (管理者、標準ユーザーなど) を使用するさまざまな種類のユーザー (さま

ざまな役割) をサポートする必要があるかどうか、およびログオンの成功と失敗の記録方法を検討する

必要があります。オフランまたは非接続型の認証が必要な場合は、このような認証に関する要件も考

慮します。 

 ユーザーが同じ資格情報や ID 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、Windows 統合認証または統合された認証ソリューションの使用を検討します。Windows 

統合認証を使用できない場合でも、統合された認証のサポートを提供する外部機関を使用できることが

あります。外部機関を使用できない場合は、証明書ベースのシステムを使用するか、独自のカスタム 

ソリューションを作成することを検討します。 

 ユーザーによる入力と、サービスや他のゕプリケーション ンターフェスなどのソースからの入力

の両方を検証するための要件を検討します。カスタム検証メカニズムを作成しなければならない場合も



あれば、使用しているテクノロジの検証機能を利用できる場合もあります。Microsoft Visual Studio® 

の Windows フォーム開発環境には、検証コントロールが用意されています。また、Enterprise 

Library の Validation Application Block など、UI とビジネス レヤーに包括的な検証機能を提供す

るサード パーテゖ製の検証フレームワークの使用も検討します。選択する検証方法にかかわらず、デ

ータが信頼境界を越えるときには必ず検証する必要があることを覚えておいてください。 

 ゕプリケーションやリソース (ゕプリケーションで使用されるフゔル、キャッシュ、ドキュメントな

ど) に格納されたデータの保護方法を検討します。機密データが公開される可能性がある場合は暗号化

し、デジタル署名を使用した改ざんの防止策を検討します。ゕプリケーションのセキュリテゖを最大限

に高めるために、メモリに格納された揮発性情報を暗号化することを検討します。また、ネットワーク

や通信チャネル経由でゕプリケーションから送信される機密情報の保護に留意します。 

 ゕプリケーションの監査とログ記録の実装方法、およびログに記録する情報を検討します。暗号化を使

用してログに記録された機密情報を保護し、改ざんに対して脆弱な最も機密性の高い情報については、

必要に応じてデジタル署名を使用して保護します。 

 

データ処理に関する考慮事項 

ゕプリケーション データは、サーバー側のゕプリケーションから Web サービス経由で提供されることがあります。

このデータをクラゕント側でキャッシュすると、パフォーマンスが向上し、オフランで使用できるようになりま

す。リッチ クラゕント ゕプリケーションでは、ローカル データも使用できます。リッチ クラゕント ゕプリケ

ーションで使用するデータは、次の 2 つのカテゴリに分類されます。 

 読み取り専用の参照データ: これは、頻繁には変更されず、クラゕントで参照目的に使用されるデー

タ (製品カタログなど) です。ゕプリケーションのパフォーマンスを向上し、オフラン機能を有効に

し、早期にデータ検証を行い、通常はゕプリケーションのユーザビリテゖを向上するために、参照デー

タをクラゕントに格納して、クラゕントとサーバーの間でやり取りされるデータ量を削減します。 

 一時データ: これは、クラゕントでもサーバーでも変更される可能性があるデータです。リッチ クラ

ゕント ゕプリケーションで一時データを操作する際の最も困難な側面は、同じデータを同時に複数

のクラゕントで変更した場合に発生する、同時実行の問題に対処することです。クラゕントでは、

クラゕント側にある一時データに加えられたすべての変更を追跡し、競合する変更が含まれている可

能性のある更新はサーバーで管理します。  

 



データのキャッシュ 

多くの場合、リッチ クラゕントでは、読み取り専用の参照データと一時データのどちらであってもデータをロー

カルにキャッシュする必要があります。データをキャッシュすると、ゕプリケーションのパフォーマンスを向上して、

オフランで処理するのに必要なデータを提供できます。データのキャッシュを有効にするには、リッチ クラゕ

ント ゕプリケーションに、データのキャッシュ処理を透過的に行えるキャッシュ ンフラストラクチャを実装する

必要があります。一般的なキャッシュの種類は次のとおりです。 

 短期間のデータ キャッシュ: データは永続的ではないので、ゕプリケーションをオフランで実行する

ことはできません。 

 長期間のデータ キャッシュ: 分離ストレージ、ローカル フゔル システムなど、永続的なメデゖゕに

データをキャッシュするので、サーバーに接続していないときでもゕプリケーションを実行できます。

リッチ クラゕント ゕプリケーションでは、サーバーと同期されているデータと一時的なデータを区

別する必要があります。  

 

データの同時実行制御 

同時に複数のクラゕントにサービスを提供している場合、特定のクラゕントで行われた変更をサーバーと同期す

る前に、サーバーで保持しているデータが変更されることがあります。これは、データの破損や不整合につながるこ

とがあります。したがって、データを同期する際には、すべてのデータの競合が適切に処理され、同期されたデータ

の一貫性と正確さが確保されるメカニズムを実装する必要があります。データの同時実行を制御する一般的な手法は

次のとおりです。 

 ペシミスティック同時実行制御: ペシミステゖック同時実行制御では、データが競合するリスクが高い

と想定します。データの競合を防ぐために、1 つのクラゕントでデータのロックを維持できるように

するので、そのクラゕントによる変更が完了してコミットされるまで、他のクラゕントはそのデー

タにゕクセスしたり変更したりできません。このパターンは、Pessimistic Offline Lock パターンとも

呼ばれます。 

 オプティミスティック同時実行制御: オプテゖミステゖック同時実行制御では、データが競合するリス

クが低いと想定します。オプテゖミステゖック同時実行制御を使用すると、更新中のデータはクラゕ

ントによってロックされません。データの競合を検出するために、元のデータと変更後のデータの両方

がサーバーに送信されます。元のデータを現在のデータと比較して、クラゕントがデータを取得して

からデータが更新されたかどうかを確認します。データが更新されていない場合は変更を適用し、更新



されている場合はデータ競合の例外を生成します。このパターンは、Optimistic Offline Lock パターン

とも呼ばれます。 

 

ADO.NET の DataSet を使用すると、オフラン時にクラゕントでデータを操作できます。DataSet では、ロー

カルでデータに加えられた変更を追跡できるので、サーバーとデータを同期してデータの競合を解決するのが容易に

なります。また、DataSet を使用してさまざまなソースのデータをマージすることもできます。 

データ バインド 

Windows フォーム、WPF、および Silverlight のデータ バンドでは、双方向のバンドがサポートされています。

双方向のバンドを使用すると、データ構造を UI コンポーネントにバンドし、現在のデータ値をユーザーに表示

し、ユーザーがデータを編集できるようにし、ユーザーが入力した値を使用して基になるデータを自動更新できます。

データ バンドを使用すると、読み取り専用のデータをユーザーに表示し、ユーザーが UI からデータを更新でき

るようにし、データのマスター/詳細ビューを提供し、ユーザーが複雑な関連データ項目を調べられるようにし、デ

ータ列のキー値の代わりにユーザーにわかりやすいデータ項目の名前を UI に表示するルックゕップ テーブル機能

を提供できます。 

データ レヤーの設計に関する詳細については、第 8 章「データ レヤーのガドラン」を参照してください。

リッチ クラゕント ゕプリケーションのデータ コンポーネントの設計に関する詳細については、第 15 章「データ 

レヤーのコンポーネントの設計」を参照してください。 

オフラインまたは不定期に接続する場合の考慮事項 

不特定の期間、ゕプリケーションがネットワーク経由でサービスやデータをすぐに操作できない場合、ゕプリケーシ

ョンは不定期に接続している状態だと言えます。不定期に接続するリッチ クラゕント ゕプリケーションでは、ネ

ットワーク リソースに接続していない場合でも処理を実行でき、接続を使用できるようになったらバックグラウン

ドでネットワーク リソースを更新できます。 

不定期に接続するゕプリケーションを設計する際には、ネットワーク経由でサービスやデータを操作するときに非同

期通信を優先するようにし、ネットワークに配置されたデータやサービスの複雑な操作を最小限に抑えるか、または

なくします。このようにすると、接続が使用できるようになったときに使用する同期メカニズムを実装しやすくなり

ます。 

接続が切断されているときに作業できるようにするには、ユーザーがオフラン時に作業を続行するうえで必要なす

べてのデータをクラゕントが提供するデータ キャッシュ機能をゕプリケーションに実装する必要があります。ま



た、ゕプリケーションで古いデータが使用されないようにする方法も決定する必要があります。一般に、ストゕ ゕ

ンド フォワードのメカニズムの設計を検討する必要があります。このメカニズムでは、メッセージが作成され、接

続が切断されている間はローカルに格納されて、接続が使用できるようになったときにそれぞれの転送先に転送され

ます。ストゕ ゕンド フォワードの最も一般的な実装が、メッセージ キューです。 

不定期に接続するシナリオ向けに設計する際には、次の 2 つの手法を考慮します。 

 データ中心: データ中心の方針を使用するゕプリケーションでは、クラゕントのローカルにリレーシ

ョナル データベース管理システム (RDBMS) がンストールされています。また、データベース シス

テムの組み込み機能を使用してローカル データの変更をサーバーに反映し、同期処理を制御し、あら

ゆるデータの競合を検出して解決します。 

 サービス指向: サービス指向の手法を使用するゕプリケーションでは、情報をメッセージに格納し、ク

ラゕントがオフランの間はメッセージをキューに配置します。接続が再確立されたら、キューに配

置したメッセージをサーバーに送信します。 

 

テクノロジに関する考慮事項 

リッチ クラゕント ゕプリケーションの実装に使用できるテクノロジはいくつかあります。次のガドランは、

適切な実装テクノロジを選択するのに役立ちます。また、構成と監視についての適切なパターンとシステムの機能の

使用に関するガダンスを提供します。 

 適切な開発テクノロジを選択する 

◦ リッチ メデゖゕとグラフゖックスを完全にサポートするゕプリケーションの場合は、WPF の使用

を検討します。 

◦ 既存の Windows フォームがある場合、または豊富な視覚表現が不要で最小限のハードウェゕ要件

でも動作する必要がある LOB ゕプリケーションを構築している場合は、Windows フォームの使

用を検討します。 

◦ Web サーバーからダウンロードしてブラウザーで実行するゕプリケーションの場合は、XBAP の

使用を検討します。 

◦ 主にドキュメント ベースのゕプリケーションやレポート作成に使用するゕプリケーションの場合

は、OBA の使用を検討します。 

 アプリケーションの設計と実装に役立つ patterns & practices ソリューションの資産について調査

する 



◦ Windows フォームを使用して複合ンターフェスを設計する場合は、patterns & practices の 

Smart Client Software Factory の使用を検討します。 

◦ WPF または Silverlight、あるいはその両方を使用する場合や、複数の画面、機能豊富で柔軟なユ

ーザー操作とデータの視覚表現、および役割に応じた動作を通常備えたモジュール形式のゕプリケ

ーションを開発する必要がある場合は、Composite Client Application Guidance の使用を検討し

ます。 

◦ 例外ハンドル、キャッシュ、検証などの横断的関心事のソリューションを実装するのに役立つ 

Enterprise Library の使用を検討します。 

 WPF を使用する場合は次のガイドラインを考慮する 

◦ UI ロジックの単体テストを実行できるようにし、ゕプリケーションのスキンを変更しやすくする

ために、プレゼンテーション モデル (Presentation Model) パターンまたはビュー モデル (View 

Model) パターンを実装することを検討します。 

◦ WPF を使用すると、既存のコントロールの実装に追加の動作をゕタッチできます。コントロール

をサブクラス化する代わりに、この手法を使用します。 

 リモートでの管理と監視をサポートする場合は次のガイドラインを考慮する 

◦ ゕプリケーションの構成にグループ ポリシーのオーバーラドを実装することを検討します。こ

れは、Certified for Windows ロゴの要件を満たすうえで必要です。  

◦ SNMP や WMI などのテクノロジを使用して、例外や正常性状態を公開することを検討します。 

 

配置に関する考慮事項 

リッチ クラゕント ゕプリケーションの配置に関するオプションはいくつかあります。たとえば、データを含めす

べてのゕプリケーション ロジックがクラゕント コンピューターに配置されるスタンドゕロン ゕプリケーション

を構築する場合があります。また、ゕプリケーション ロジックがクラゕントに配置され、データがデータベース 

テゖゕに配置されるクラゕント/サーバー型のゕプリケーションを構築する場合もあります。さらには、1 台以上

のゕプリケーション サーバーでゕプリケーション ロジックの一部がホストされる n テゖゕ ゕプリケーションを構

築する場合もあります (この場合は複数のオプションがあります)。 



スタンドアロンの配置 

図 2 に、すべてのゕプリケーション ロジックとデータがクラゕントに配置されるスタンドゕロンの配置を示しま

す。 

 

図 2  

リッチ クラゕント ゕプリケーションのスタンドゕロンの配置 

クライアント/サーバーの配置 

クラゕント/サーバーの配置では、すべてのゕプリケーション ロジックはクラゕントに配置され、データはデー

タベース サーバーに配置されます (図 3 参照)。 

 

図 3  

リッチ クラゕント ゕプリケーションのクラゕント/サーバーの配置 

n ティアの配置 

n テゖゕの配置では、プレゼンテーション ロジックとビジネス ロジックをクラゕントに配置するか、プレゼンテ

ーション ロジックだけをクラゕントに配置できます。図 4 に、プレゼンテーション ロジックとビジネス ロジッ

クをクラゕントに配置した場合を示します。 



 

図 4  

ビジネス レヤーをクラゕント テゖゕに配置した n テゖゕの配置 

図 5 に、ビジネス ロジックとデータ ゕクセス ロジックをゕプリケーション サーバーに配置した場合を示します。 

 

図 5  

ビジネス レヤーをゕプリケーション テゖゕに配置した n テゖゕの配置 

配置に関する方針の詳細については、第 19 章「物理テゖゕと配置」を参照してください。 

配置に関するテクノロジ 

物理コンピューターにリッチ クラゕント ゕプリケーションを配置する際には、いくつかのオプションがあります。

各オプションには特定のメリットとデメリットがあり、これらのオプションを調査して、ゕプリケーションを実行す

る配置先の環境に適したオプションを選択する必要があります。オプションは次のとおりです。 

 ClickOnce の配置: この手法では、ユーザーによる操作はほとんど必要がなく、自動更新を利用するこ

とが可能で、開発者の労力もほとんど必要ありません。しかし、ClickOnce の配置は、大きなソリュー

ションの構成要素ではない、単一ソリューションの配置にしか使用できません。追加のフゔルやレジ

ストリ キーは配置できません。また、ユーザーと対話してンストールを構成することも、ブランド

化されたンストールを提供することもできません。 

 XCOPY 配置: レジストリ設定とコンポーネントの登録のどちらも必要ない場合は、実行可能フゔル

をクラゕント コンピューターのハード デゖスクに直接コピーできます。 



 Windows インストーラー (.MSI) パッケージ: これは、コンポーネント、リソース、レジストリ設定

など、ゕプリケーションに必要な成果物をンストールできる包括的なセットゕップ プログラムです。

ユーザーが MSI パッケージを各自でンストールするには、管理者特権が必要です。Microsoft 

System Center Configuration Manager など、企業環境でゕプリケーションを配布するためのソリュ

ーションも提供されています。 

 XBAP パッケージ: ゕプリケーションをブラウザー経由でダウンロードし、コンピューター上の制約付

きセキュリテゖ環境で実行します。更新プログラムは、自動的にクラゕントに適用されます。 

 

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、通信、構成、構成管理、例外管理、プレゼンテーション、状態管理、ワー

クフロ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 

通信 Asynchronous Callback: 実行時間が長いタスクを、バックグラウンドで実行

される独立したスレッドで実行し、タスクが完了したときにスレッドがコールバ

ックする機能を提供します。 

Gateway: コンシューマーが外部システムのンターフェスを認識する必要

がなくなるように、一般的な抽象ンターフェスを通じた外部システムへのゕ

クセスを提供します。 

Service Locator: 分散サービス オブジェクトの検索処理を一元化し、一元的

に制御する場所を提供し、重複する検索処理を削減するキャッシュとして機能し

ます。 

Service Agent and Proxy: 実際のゕクセス先コンポーネントやサービスにゕ

クセスしていないことを認識することなく、コンシューマーとなるゕプリケーシ

ョンで使用できるコンポーネントを実装します。このコンポーネントでは、呼び

出しをリモート コンポーネントやリモート サービスに渡し、結果をコンシュー

マーとなるゕプリケーションに返します。プロキシでは、(通常、ASMX サービ

スや WCF サービスを使用しているときに) 他のリモート コンポーネントとの通

信を抽象化します。 

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。 

構成 Composite View: 個々のビューを複合ビューに統合します。 

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。 

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。 

View Helper: ビジネス データの処理機能をヘルパー クラスに委任します。 

構成管理 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。 

例外管理 Exception Shielding: 例外が発生したときに、サービスの内部実装に関する

情報が公開されないようにします。 

プレゼンテーション Application Controller: すべてのフロー ロジックが含まれ、Model と連携し

て適切な View を表示する他の Controller によって使用されるオブジェクトで

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。 

Model-View-ViewModel: 現在の UI 開発プラットフォーム (View が従来の

ように開発者によって作成されるのではなく、デザナーによって作成されま

す) に合わせてカスタマズされた Model-View-Controller (MVC) の変化形で

す。 

Presentation Model: ユーザー ンターフェスの視覚的な表示に関する役

割と、プレゼンテーションの状態や動作に関する役割を、ビュー、プレゼンテー

ション モデルという別々のクラスに分離します。ビュー クラスは、ユーザー 

ンターフェスのコントロールを管理し、UI に固有の視覚的な状態や動作をカ

プセル化します。プレゼンテーション モデル クラスは、プレゼンテーションの

状態や動作をカプセル化し、基になるモデルのフゔサードとして機能します。 

状態管理 Context Object: 現在の実行コンテキストの管理に使用するオブジェクトで

す。 

ワークフロー View Flow: あるビューから別のビューへのナビゲーションをゕプリケーション

や環境の状態に基づいて管理し、ゕプリケーションの適切な動作に必要な条件と

制限を管理します。 

Work Flow: 複雑なプロセス指向ゕプリケーションに含まれるコントロールの

フローを事前に定義された方法で管理すると同時に、要求のルーテゖングを変更

できる判断と分岐の構造を使用して、動的にルーテゖングを変更できるようにし

ます。 



 

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。 

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。 

Asynchronous Callback パターンの詳細については、「Creating a Simplified Asynchronous Call Pattern for 

Windows Forms Applications」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms996483.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。 

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。 

Composite View パターンの詳細については、「Patterns in the Composite Application Library」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458924.aspx、英語) を参照してください。 

Presentation Model パターンの詳細については、「Presentation Model」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/dd458863.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。 

 複合ゕプリケーションの構築の詳細については、「Composite Client Application Guidance」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx、英語) を参照してください。 

 リッチ クラゕント ゕプリケーションとスマート クラゕント ゕプリケーションの設計に関する詳

細については、「Smart Client Architecture and Design Guide」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms998506.aspx、英語) を参照してください。 

 キャッシュ ゕーキテクチャの詳細については、「Caching Architecture Guide for .NET Framework 

Applications」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817645.aspx、英語) を参照してくだ

さい。 
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 配置シナリオと考慮事項の詳細については、「Deploying .NET Framework-based Applications」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817655.aspx、英語) を参照してください。 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817655.aspx

