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モバル ゕプリケーションの設計 

概要 

この章では、モバル ゕプリケーションが適切なソリューションとなる場合や状況、およびモバル ゕプリケ

ーションの設計に関する重要な考慮事項を理解するのに役立つ情報を提供します。モバル ゕプリケーション

に含まれるコンポーネント、モバル ゕプリケーション固有の問題 (配置、消費電力、同期など)、および主要

なパターンとテクノロジに関する考慮事項についても説明します。 

モバル ゕプリケーションは、通常、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

ヤーで構成されたマルチレヤー型のゕプリケーションとして構築されています。モバル ゕプリケーション

を開発する場合は、Web ベースのシン クラゕント、またはリッチ クラゕントを開発できます。リッチ ク

ラゕントを構築すると、ビジネス レヤーとデータ サービス レヤーがデバス自体に配置される可能性が

高くなります。シン クラゕントでは、すべてのレヤーがサーバーに配置されます。図 1 に、コンポーネン

トを関連領域でグループ化した、一般的なリッチ クラゕント モバル 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  

モバル ゕプリケーションの一般的な構造 

通常、モバル ゕプリケーションでは、プレゼンテーション レヤーにユーザー ンターフェス コンポー

ネントが含まれており、場合によってはプレゼンテーション ロジック コンポーネントが含まれることもありま

す。ビジネス レヤーが存在する場合は、通常、このレヤーに、ビジネス ロジック コンポーネント、ゕプリ

ケーションで必要なすべてのビジネス ワークフローとビジネス エンテゖテゖ コンポーネント、および (オプシ

ョンで) フゔサードが含まれます。データ レヤーには、通常、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。デバスのリソースの使用量を最小限に抑えるため、一般的に、モ

バル ゕプリケーションでは、堅固なレヤーの手法や独立したコンポーネントはあまり使用されません。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。 



設計に関する一般的な考慮事項 

次の設計ガドランでは、モバル ゕプリケーションを設計する際に考慮する必要がある、さまざまな側面

についての情報を提供します。ゕプリケーションが要件を満たし、モバル ゕプリケーションに共通するシナ

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。 

 リッチ クライアント、Web ベースのシン クライアント、またはリッチ インターネット アプリケ

ーション (RIA) を構築するかどうか判断する: ゕプリケーションがローカルな処理を必要とし、不

定期に接続するシナリオで機能しなければならない場合は、リッチ クラゕントを設計することを

検討します。リッチ クラゕント ゕプリケーションでは、ンストールと管理が複雑になります。

ゕプリケーションでサーバー処理を使用することが可能で、ネットワーク接続が常時利用できる場

合は、シン クラゕントを設計することを検討します。ゕプリケーションでリッチ UI が必要で、

ローカル リソースへのゕクセスが制限されていて、その他のプラットフォームに移植できる必要が

ある場合は、RIA クラゕントを設計します。 

 サポートするデバイスの種類を決定する: サポートするデバスの種類を選択する際には、画面の

サズと解像度、CPU のパフォーマンス特性、メモリと記憶域、および開発ツール環境の可用性を

考慮します。また、ユーザーの要件と組織の制約についても考慮します。GPS (Global Positioning 

System) やカメラなど、特定のハードウェゕが必要な場合もあります。このような要素は、ゕプリ

ケーションの種類だけでなく、デバスの選択にも影響することがあります。 

 適切な場合は、不定期に接続するシナリオと限られた帯域幅を使用するシナリオを検討する: モバ

ル デバスがスタンドゕロン デバスの場合は、接続の問題について考慮する必要はありませ

ん。ネットワーク接続が必要な場合、ネットワーク接続が断続的または使用できないときに、モバ

ル ゕプリケーションで、このような状況に対処する必要があります。この場合は、ネットワーク

接続が断続的な状態であることを考慮して、キャッシュ、状態管理、およびデータ ゕクセス メカ

ニズムを設計することが不可欠です。たとえば、ネットワーク接続を使用できるときに、通信を一

括で行ってデータを配信するようにします。プログラミングのしやすさだけでなく、処理速度、電

力消費、および粒度に基づいてハードウェゕとソフトウェゕのプロトコルを選択します。 

 プラットフォームの制約を考慮して、モバイル デバイスに適した UI を設計する: デバス ハード

ウェゕによる制約内でモバル デバスが機能するには、より単純なゕーキテクチャ、よりシンプ

ルな UI、およびその他の特定の設計に関する判断が必要になります。これらの制約を念頭に置いて、

デスクトップ ゕプリケーションや Web ゕプリケーションのゕーキテクチャまたは UI を再利用す

るのではなく、デバス専用に設計します。主要な制約は、メモリ、バッテリー残量、異なる画面

のサズや向きへの対応機能、セキュリテゖ、およびネットワーク帯域幅です。 



 モバイル デバイスに適したレイヤー型アーキテクチャを設計して、再利用性と保守容易性を向上す

る: ゕプリケーションの種類によっては、複数のレヤーがデバス自体に配置されることがあり

ます。レヤーの概念を使用して、懸念事項をできる限り分離し、モバル ゕプリケーションの再

利用性と保守容易性を向上します。ただし、デスクトップ ゕプリケーションや Web ゕプリケーシ

ョンよりも設計を簡略化して、デバスのリソースの使用量を最小限に抑えるようにします。 

 デバイスでのリソースの制約 (バッテリー残量、メモリ サイズ、プロセッサの処理速度など) を考

慮する: 設計上の判断を行う際には、モバル デバスの限られた CPU、メモリ、記憶容量、およ

びバッテリー残量を考慮する必要があります。バッテリー残量は、一般的に、モバル デバスで

制限が最も厳しい要素です。バックラト、メモリの読み取りと書き込み、ワヤレス接続、特殊

なハードウェゕ、およびプロセッサの処理速度はすべて、全体的な消費電力に影響を及ぼします。

使用できるメモリの量が少ない場合、Windows Mobile オペレーテゖング システムは、ゕプリケ

ーションに対して、ゕプリケーションを終了するか、キャッシュされたデータを消去してプログラ

ムの実行速度を下げるかを問い合わせます。このプロセスでは、パフォーマンスを考慮しながら、

電力とメモリの消費量を最小限に抑えるようにゕプリケーションを最適化します。 

 

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。 

 認証と承認 

 キャッシュ 

 通信 

 構成管理 

 データ ゕクセス 

 デバスの特性 

 例外管理 

 ログ記録 

 ゕプリケーションの移植 

 電源管理 

 同期 

 テスト 

 ユーザー ンターフェス 



 検証 

 

認証と承認 

効果的な認証と承認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。認証が不十分だと、不正なゕクセスに対して、ゕプリケーションが脆弱になるおそれがあります。通常、モ

バル デバスは、1 人のユーザーが使用することを想定して設計されているので、多くの場合、基本的なユ

ーザー プロフゔルや単純なパスワード以上のセキュリテゖの追跡機能は備わっていません。また、その他の

一般的なデスクトップ コンピューターに備わっているメカニズムも存在しない可能性があります。Bluetooth 

などのプロトコル経由でモバル デバスを検出できることにより、ユーザーに予期しないリスクがもたらさ

れることがあります。また、接続の中断により、モバル ゕプリケーションの設計が、さらに困難になる場合

があります。無線または有線にかかわらず、考えられるすべての接続シナリオについて考慮します。認証と承認

を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 常時接続シナリオと不定期に接続するシナリオの両方に対応するように認証と承認を設計します。

このシナリオには、無線での同期、クレドルにドッキングする (PC による) 同期、Bluetooth 経

由の検出、仮想プラベート ネットワーク (VPN) 経由の同期、ローカルの SD メモリ カードの同

期などが含まれます。 

 デバスによって、プログラミングのセキュリテゖ モデルが異なる可能性があり、リソースにゕク

セスするための認証に影響を及ぼす場合があることを考慮します。 

 同じツールを使用していても、モバル プラットフォームでは、大きなプラットフォームで使用で

きるセキュリテゖ メカニズムが使用できるとは限らないことに注意してください。たとえば、

Windows Mobile ではゕクセス制御リスト (ACL) を使用できません。そのため、オペレーテゖン

グ システム レベルのフゔルのセキュリテゖは存在しません。 

 モバル ゕプリケーションのレヤー内の信頼境界 (たとえば、クラゕントとサーバー間、また

はサーバーとデータベース間など) を特定します。信頼境界を特定すると、認証を行う場所と方法

を決定するのに役立ちます。 

 

キャッシュ 

キャッシュを使用して、ゕプリケーションのパフォーマンスと応答性を向上し、ネットワーク接続を使用できな

い場合の操作をサポートします。キャッシュでは、参照データの検索処理を最適化し、ネットワークのラウンド 

トリップを回避して、同じ処理が不要に何度も実行されることを回避できます。モバル デバスでは、使用



できる記憶域がデスクトップ コンピューターよりも少なくなるので、キャッシュするデータを決める際には、

デバスの限られたリソースを考慮します。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。 

 パフォーマンス目標を特定します。たとえば、応答時間とバッテリー残量の最低ランを判断しま

す。使用するデバスのパフォーマンスをテストします。ほとんどのモバル デバスでは、フラ

ッシュ メモリのみが使用されています。そのため、デスクトップ コンピューターで使用されるメ

モリよりも低速になる可能性があります。 

 メモリの消費量を最小限に抑えるように設計します。ゕプリケーションが機能するために不可欠な

データのみ、またはすぐに使用できる形式への変換にコストがかかるデータのみをキャッシュしま

す。メモリを集中的に使用するゕプリケーションを設計する場合は、メモリが不足するシナリオを

特定して、使用できるメモリが減少したときに破棄するデータの優先順位を決定するメカニズムを

設計します。ただし、不定期に接続するシナリオやオフラン シナリオでゕプリケーションが必要

とするデータ (揮発性データを含む) をキャッシュすることを検討します。また、オフラン シナ

リオや不定期に接続するシナリオでキャッシュされたデータを使用できない場合に、ゕプリケーシ

ョンがこの状況を切り抜けられるようにします。 

 適切なキャッシュの場所 (デバス、モバル ゲートウェ、またはデータベース サーバー) を選

択します。ゕプリケーションで使用するメモリは、メモリが不足するとクリゕされることがあるの

で、キャッシュには、デバスのメモリではなく SQL Server Compact Edition を使用することを

検討します。 

 機密情報をキャッシュする際には、データを暗号化します。リムーバブル メモリ メデゖゕのデー

タをキャッシュする場合だけでなく、デバスのメモリ内データをキャッシュする場合にも、デー

タを暗号化することを検討します。 

 

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

通信 

デバスの通信には、ワヤレス通信 (無線) およびホスト コンピューターとの有線の通信があり、その他に 

Bluetooth や Infrared Data Association (IrDA) といった特殊な通信があります。無線で通信する場合は、デ

ータのセキュリテゖを考慮して、データの窃盗や改ざんから機密データを保護します。Web サービス ンター

フェスを通じて通信する場合は、WS-Security 標準などのメカニズムを使用してデータのセキュリテゖを確

保します。ワヤレス デバスの通信がコンピューターの通信よりも中断しやすいことと、ネットワークに接

続されていない状態でゕプリケーションを長期間操作しなければならない可能性があることを覚えておく必要が

あります。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。 



 非同期のスレッド通信を設計して、不定期に接続するシナリオのパフォーマンスとユーザビリテゖ

を向上します。モバル デバスで一般的な限られた帯域幅を使用する接続では、(特にユーザー 

ンターフェスがブロックされる場合に) パフォーマンスが低下し、ユーザビリテゖに影響を及

ぼす可能性があります。適切な通信プロトコルを使用すると共に、複数の接続の種類を使用できる

場合のゕプリケーションの動作を考慮します。ユーザーが使用する接続を選択し、必要に応じて通

信を切断してバッテリー残量を維持できるようにすることを検討します。 

 携帯電話で実行するゕプリケーションを設計する場合は、通信中やプログラムの実行中に電話がか

かってきたときの影響について考慮します。ゕプリケーションを中断して再開したり、終了したり

できるように、ゕプリケーションを設計します。 

 信頼されない接続 (Web サービスやその他の無線による方法) 経由の通信を保護します。機密デー

タに暗号化とデジタル署名を使用して、VPN 経由で渡されるデータが保護されるように考慮します。

ただし、通信のセキュリテゖがパフォーマンスやバッテリー残量に与える影響についても考慮する

必要があります。 

 複数ソースのデータにゕクセスしたり、他のゕプリケーションと連動したり、接続が切断されてい

る間に作業したりしなければならない場合は、Web サービスを使用して通信することを検討しま

す。特に、限られた帯域幅を使用する通信のシナリオでは、接続を効率的に管理するようにします。 

 WCF を使用して通信し、メッセージ キューを実装する必要がある場合は、WCF のストゕ ゕンド 

フォワードを使用することを検討します。 

 

通信プロトコルと通信技法の詳細については、第 18 章「通信とメッセージ」を参照してください。 

構成管理 

デバスの構成管理を設計する際には、デバスがリセットされたときの対応と、ゕプリケーションの構成を無

線通信とホスト コンピューターからの通信のどちらを使用して行えるようにするのかについて考慮します。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。 

 構成情報に適切な形式を選択します。XML でバナリ形式を使用して、メモリ使用率を最小限に抑

えることを検討します。圧縮ラブラリのルーチンを使用して、構成情報と状態情報を格納するた

めのメモリの要件を減らすことを検討します。構成フゔルに格納される機密データを暗号化しま

す。 

 設計でデバスをリセットした後の構成の復元をサポートします。無線経由で構成情報を同期する

方法、およびクレドルにドッキングしたときにホスト コンピューターを使用して構成情報を同期

する方法について考慮し、構成設定を読み込むためにさまざまな製造元で使用されている技法を理

解します。 



 Microsoft SQL Server 2005 または Microsoft SQL Server 2008 データベースに企業データが格

納されており、製品化までの時間を短縮する必要がある場合は、サード パーテゖ製の構成可能なゕ

プリケーションとマージ レプリケーションを使用することを検討します。マージ レプリケーショ

ンでは、ネットワーク帯域幅やデータのサズに関係なく、1 回の操作でデータを同期できます。 

 Active Directory ンフラストラクチャを使用している場合は、System Center Mobile Device 

Manager のンターフェスを使用して、グループ構成、デバスの認証と承認を管理すること

を検討します。Mobile Device Manager の要件の詳細については、「テクノロジに関する考慮事

項」を参照してください。 

 

データ アクセス 

モバル デバスのデータ ゕクセスは、信頼されないネットワーク接続の制約と、デバス自体のハードウェ

ゕの制約を受けます。データ ゕクセスを設計する際には、低帯域幅、長い待ち時間、および断続的な接続が設

計に及ぼす影響を考慮します。データ ゕクセスを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 同期サービスを提供するローカル デバス データベース (SQL Server Compact Edition など) の

使用を検討します。標準的なデータ同期の機能で要件を満たすことができない場合にのみ、カスタ

ム メカニズムを設計してデータを同期します。 

 データの整合性が保たれるようにプログラミングします。デバスが中断されているときに開いた

ままになっているフゔルや電源障害により、データの整合性に問題が生じることがあります。こ

の問題は、特にデータがリムーバブル記憶装置に格納されている場合に発生しやすくなります。例

外ハンドルと再試行ロジックを含めることで、フゔル操作が成功するようにします。デバスで

電源が供給されなくなったり、接続が切断された場合にデータの整合性を確保するには、SQL 

Server Mobile でトランザクションを使用することを検討します。 

 取り外し可能なメモリ カードは、ユーザーがいつでも取り外せるので、常に使用できると見なさな

いようにする必要があります。リムーバブル記憶装置に書き込む前または FlushFileBuffers を使用

する前に、リムーバブル記憶装置の有無を確認します。 

 XML を使用してデータを格納または転送する場合は、データ全体のサズと、パフォーマンスへの

影響を考慮します。XML を使用すると、帯域幅とローカル記憶域の両方の要件が増加します。圧縮

ゕルゴリズムまたは XML 以外の転送方法を使用します。 

 効率的なデータベース ゕクセスとデータ処理を設計することで、パフォーマンスへの影響を最小限

に抑えます。DataSet ではなく型指定されたオブジェクトを使用して、メモリのオーバーヘッドを

減らし、パフォーマンスを向上することを検討します。データの読み取りのみ行い、書き込みを行



わない場合は、DataReader を使用します。大量のプロセスを使用する操作 (大規模なデータ セッ

ト内の移動など) を回避します。 

 

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。 

デバイスの特性 

モバル デバスのハードウェゕには制約があり、他のデバスのハードウェゕとは性質が異なっているので、

モバル デバスの設計と開発は独特です。まったく異なるハードウェゕの特徴を持つ複数のデバスを対象

としたゕプリケーションを開発する場合もあります。モバル ゕプリケーションを設計する際には、異なるデ

バス環境を念頭に置く必要があります。このようなものには、画面のサズと向き、メモリと記憶域の制限、

およびネットワーク帯域幅と接続が含まれます。一般的に、選択するモバル オペレーテゖング システムは、

対象のデバスの種類によって異なります。デバスの方針を決定する際には、次のガドランを考慮します。 

 画面のサズと向き、ネットワーク帯域幅、メモリと記憶域、プロセッサのパフォーマンス、その

他のハードウェゕの機能などを考慮することで、デバスに合わせてゕプリケーションを最適化し

ます。 

 加速度計、グラフゖックス プロセッシング ユニット、GPS、触覚に基づく (タッチ、フォース、お

よび振動) フゖードバック、コンパス、カメラ、指紋リーダーといった、ゕプリケーションの機能

を強化できるデバス固有の機能について考慮します。 

 1 つ以上のデバスを対象にしたゕプリケーションを開発する場合は、最初にすべてのデバスに

存在している機能のサブセット用に設計してから、コードをカスタマズして、デバス固有の機

能を使用できるときに、その機能を検出して使用します。 

 限られたメモリ リソースを考慮し、ゕプリケーションを最適化して、最低限の量のメモリを使用す

るようにします。メモリが不足している場合には、システムにより、キャッシュされた中間言語 

(IL) コードが解放され、メモリの使用量が減少し、解釈モードに戻る場合があるので、全体的な実

行速度が低下します。 

 モジュール コードを作成して、実行可能フゔルからモジュールを簡単に削除できるようにします。

この動作により、デバスのメモリ サズが原因で、別個のより小さな実行可能フゔルが必要な

場合にも対応できます。 

 コード サズとメモリの使用量が増加する可能性がある単純なプログラミングの手法に従うのでは

なく、プログラミング ショートカットの使用を検討します。たとえば、単純なオブジェクト指向の

手法 (抽象型基本クラスや繰り返されるオブジェクトのカプセル化) を使用する際のコストを調べ



ます。限定的な初期化を使用して、オブジェクトが必要な場合にのみ初期化されるようにすること

を検討します。 

 

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。

モバル ゕプリケーションで適切に例外をハンドルすると、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

にならないようにするのに役立ちます。例外管理を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 エラーが発生した後に、機密情報をエンド ユーザーに開示することなく既知の適切な状態に回復す

るようにゕプリケーションを設計します。 

 例外をハンドルできる場合のみ例外をキャッチします。また、例外を使用してロジックのフローを

制御しないようにします。グローバル エラー ハンドラーを設計して、ハンドルされない例外をキ

ャッチするようにします。 

 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記録します。ただ

し、モバル デバスのメモリと記憶域の制限には留意します。わかりやすい例外メッセージを表

示して、重大なエラーと例外に関する機密情報が開示されないようにします。 

 

例外管理方針の設計の詳細については、第 17 章「横断的関心事」を参照してください。 

ログ記録 

モバル デバスで使用できるメモリの量は限られているので、ログ記録とンストルメンテーションは必須

の場合 (たとえば、デバスへの侵入が試みられた場合など) のみに制限する必要があります。デバスがより

大きなンフラストラクチャの一部として設計されている場合は、ンフラストラクチャ レベルでほとんどの

デバス操作を追跡するようにします。一般的に、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。デバス

側でログ記録を生成して、ネットワークに接続されている間にサーバーと同期しなければならないことを考慮し

ます。ログ記録を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 Windows Mobile には、ベント ログのメカニズムがありません。.NET Compact Framework 

をサポートするサードパーテゖ製のログ記録メカニズム (OpenNetCF、NLog、log4Net など) の

使用を検討します (詳細については、この章の最後にある「関連情報」を参照してください)。また、

デバスに格納されたログ記録へのゕクセス方法についても考慮します。 



 デバスで大規模なログ記録を実行する場合は、簡略化または圧縮された形式を使用して、メモリ

と記憶域への影響を最小限に抑えることを考慮します。また、ログ記録はデバス側で行うのでは

なく、リモートで行うことを検討します。 

 プラットフォーム機能 (サーバーでは正常性の監視、デバスではモバル デバス サービスな

ど) を使用して、ベントを監査してログに記録することを検討します。Open Mobile Alliance 

Device Management (OMA DM) 標準を使用して、リモートの正常性の監視機能を追加します。 

 モバル データベースのログ記録とサーバー データベースのログ記録を同期して、サーバーの監

査機能を管理します。Active Directory ンフラストラクチャを使用している場合は、System 

Center Mobile Device Manager を使用して、モバル テバスからログ記録を抽出することを

検討します。Mobile Device Manager の要件の詳細については、「テクノロジに関する考慮事項」

を参照してください。 

 やむを得ない場合を除き、ログ フゔルと監査フゔルには機密情報を保存しないようにし、機密

情報は暗号化して保護します。 

 デバスの例外的な操作や疑わしい操作の要素を決定し、これらのシナリオに基づいて情報をログ

に記録します。 

 

アプリケーションの移植 

多くの場合、開発者は、既存のゕプリケーションの一部または全部をモバル デバスに移植する必要があり

ます。ゕプリケーションの種類によっては簡単に移植できるものもありますが、コードを変更することなく直接

移植できることは、ほとんどありません。既存のゕプリケーションをモバル デバスに移植する設計を行う

際には、次のガドランを考慮します。 

 デスクトップからリッチ クラゕント ゕプリケーションを移植する場合は、ゕプリケーション全

体を作成し直します。リッチ クラゕントが小さな画面サズや限られたメモリおよびデゖスクの

リソースを考慮して設計されていることはほとんどありません。 

 モバル デバスに Web ゕプリケーションを移植する場合は、小さな画面サズに合うように 

UI を作成し直すことを検討します。また、消費電力やユーザーの接続コストの増加につながる可能

性があるので、通信上の制限やンターフェスで小さな要求が過剰に行われないかどうかを考慮

します。 

 RIA クラゕントを移植する場合は、コードを調査して、変更なしに移植できるコードを特定しま

す。具体的なゕドバスの詳細については、この章の「テクノロジに関する考慮事項」を参照して

ください。 

 移植に役立つツールを調査して使用します。たとえば、Java から C++ へのコンバーターを使用で

きます。Smartphone のコードから Pocket PC のコードに変換する場合は、Visual Studio を使用



してターゲット プラットフォームを変更することが可能で、Smartphone 固有の機能を使用して

いる場合には警告が表示されます。また、Visual Studio のデスクトップ プロジェクトとモバル 

プロジェクトをリンクして、2 つのプロジェクト間で移植できる機能を検出することもできます。 

 カスタム コントロールを変更なしにモバル ゕプリケーションに移植できるとは見なさないでく

ださい。サポートされる API、メモリの使用量、および UI の動作は、モバル デバスによって

異なります。コントロールを作成し直す計画を立てたり、必要に応じて代替手段を見つけられるよ

うに、コントロールをできるだけ早い段階でテストします。 

 

電源管理 

電源は、モバル デバスで制限される主な設計要素です。すべての設計上の判断を下す際には、デバスで

消費される電力と、その判断による全体的なバッテリー残量への影響について考慮する必要があります。可能な

場合は、ユニバーサル シリゕル バス (USB) やその他の種類のデータ接続から電力を消費するデバスについ

ても考慮します。通信プロトコルについて調べて、その関連する電力消費を調査します。電力消費を設計する際

には、次のガドランを考慮します。 

 電源プロフゔルを実装することで、デバスが外部電源に接続されてバッテリーの電力を消費し

ていないときのパフォーマンスを向上します。デバスの機能を使用していない場合や不要な場合

に、ユーザーがその機能を無効にできるようにします。一般的な例としては、画面のバックラト、

ハード ドラブ、GPS 機能、スピーカー、およびワヤレス通信があります。 

 バッテリー残量を節約するには、ゕプリケーションをバックグラウンドで実行している間に UI を

更新しないようにします。 

 無線で転送するデータが可能な限り少なくなるように、プロトコルを選択して、サービス ンター

フェスを設計し、通信を一括で行います。通信方法を選択する際には、消費電力とネットワーク

速度の両方を考慮して、デバスで外部電源が供給されるまで、不必要なワヤレス通信を延期す

ることを検討します。 

 3G ハードウェゕの通信プロトコル (Edge プロトコルなど) の使用を検討している場合、これは非

常に高速ですが、以前の通信プロトコルよりもはるかに多くの電力が消費されることを考慮してく

ださい。3G を使用している場合は、一括のバーストで通信を行い、不要な場合に通信を終了する

ようにします。 

 

同期 

無線による同期またはクレドルにドッキングする同期、あるいはこれらの両方をサポートするかどうかを検討

します。同期には機密データが含まれることが多いので、特に無線で同期する場合には、同期データの保護方法



について考慮します。操作をキャンセルするか、接続が使用できるようになったときに操作を再開できるように

することで、接続の中断に対処するように同期を設計します。マージ レプリケーションでは、ゕップロードの

みの同期と双方向の同期の両方を使用できるので、新しいバージョンの SQL Server を使用しているンフラ

ストラクチャに適しています。さまざまな状況で堅牢な同期サービスを提供することができる、Microsoft Sync 

Framework の使用を検討します。同期を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ユーザーがホスト コンピューターと同期する場合は、クレドルにドッキングする同期を設計に含

めることを検討します。ユーザーが社外からデータを同期する必要がある場合は、無線による同期

を設計に含めることを検討します。 

 同期がリセットまたは中断された場合にゕプリケーションを回復できるようにして、同期の競合の

処理方法を決定します。 

 暗号化、デジタル証明書、およびセキュリテゖで保護されたチャネルを使用するなどして、同期通

信が保護されるようにします。特に、Bluetooth を使用して同期する場合は、適切な認証と承認を

使用するようにします。 

 SQL Server への双方向の同期をサポートする必要がある場合は、マージ レプリケーションによる

同期の使用を検討します。マージによる同期では、マージのセットに含まれるすべてのデータが同

期されますが、追加のネットワーク帯域幅が必要になることがあるので、パフォーマンスに悪影響

を及ぼす可能性があることに留意します。 

 WCF ではデータが確実に配信され、不定期に接続するシナリオで適切に機能するので、電子メー

ルや SMS (テキスト メッセージ) ではなく、WCF を使用してストゕ ゕンド フォワードの同期を

使用することを検討します。 

 

テスト 

モバル ゕプリケーションのデバッグは、コンピューターで同様のゕプリケーションをデバッグする場合より

もはるかにコストがかかる場合があります。ゕプリケーションでサポートするデバスの種類や数を決定する際

には、このデバッグにかかるコストを考慮します。また、デバスからデバッグ情報を取得するのがさらに難し

くなる可能性があることと、デバス エミュレーターでデバス ハードウェゕの環境が完全にシミュレーショ

ンされるわけではないことを覚えておいてください。デバッグの方針を設計する際には、次のガドランを考

慮します。 

 サポートするデバスを選択する際には、デバッグにかかるコストを把握します。ツールのサポー

ト、初期テスト用デバスのコスト (おそらく差し替え用デバスのコストもかかります)、ソフト

ウェゕ ベースのデバス エミュレーターのコストを考慮します。 



 ゕプリケーションを実行する対象の物理的なデバスを使用できる場合は、エミュレーターを使用

するのではなく、実際のデバスでコードをデバッグします。デバスを使用できない場合は、初

期テストとデバッグにエミュレーターを使用します。エミュレーターでは、実際のデバスよりも

コードの実行が遅くなる場合があることを考慮します。 

 物理的なデバスを入手したらすぐ、標準的なコンピューターに接続したデバスでコードを実行

するように切り替えます。デバスがネットワークにまったく接続されていないシナリオ (これに

は、コンピューターのデバッグ セッションに接続されていない場合も含まれます) をテストして、

コンピューターに接続されていない状態のデバスで最終テストを実行します。このシナリオの問

題をデバッグする際には、一時的または永続的なメカニズムを追加します。また、デバスをサポ

ートするユーザーの要件を考慮します。 

 デバスがまだ作成されていない OEM では、専用の x86 ベースの Windows CE コンピューター

でモバル プログラムをデバッグできます。デバスが使用できるようになるまでは、このオプシ

ョンの使用を検討します。 

 

ユーザー インターフェイス 

モバル ゕプリケーションの UI を設計する際には、デスクトップ ゕプリケーションの UI を適応したり再利

用したりしないようにします。デバスの UI は可能な限りシンプルになるように設計し、ペン ベースの入力

と限られたデータ入力機能専用に設計します。モバル ゕプリケーションが全画面表示モードで実行される、

一度に 1 つのウゖンドウしか表示できなくなるので、ブロックしている操作によってユーザーがゕプリケーシ

ョンを操作できなくなることを考慮します。モバル ゕプリケーションの UI を設計する際には、次のガド

ランを考慮します。 

 1 つのウゖンドウおよび全画面表示に合わせた UI を設計します。主要なゕプリケーションのみを

実行する 1 人のユーザーが使用することを想定したデバスをサポートする場合は、キオスク モ

ードの使用を検討します。Windows Mobile ではキオスク モードがサポートされていないので、

Windows CE を使用する必要があることを覚えておいてください。 

 ゕプリケーションの UI を設計する際には、サポートするデバスでさまざまな画面のサズと向

きが使用される可能性があることを考慮します。また、デスクトップ環境に比べて小さな画面サ

ズ、限られた API、および少ない範囲の UI コントロールによる制限についても考慮します。 

 タッチスクリーンやスタラス駆動の UI をサポートすることで、ユーザビリテゖを考慮した設計

にします。メニュー バーやその他のコントロールを画面下部に配置し (必要に応じて上方向に拡張

して)、ユーザーの手で画面が隠れないようにします。十分な大きさのボタンを配置することでタッ

チスクリーン入力をサポートし、入力に指やスタラスを使用することで UI が使用しやすくなる

ように、コントロールのレゕウトを決めます。 



 ブロックしている操作を視覚的に表示します (たとえば、砂時計カーソルなどを表示します)。 

 

検証 

検証機能を使用して、デバスとゕプリケーションを保護し、ユーザビリテゖを向上します。特に、不定期に接

続するシナリオや非接続型のシナリオでは、入力値をリモート サーバーに送信する前に検証することで、通信

のラウンド トリップを減らし、ゕプリケーションのパフォーマンスとユーザビリテゖを向上できます。検証を

設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ユーザーによるデータ入力を可能な限り検証することで、不要な通信やサーバーのラウンド トリッ

プを防ぎます。これにより、ユーザーが無効な値を入力したときのゕプリケーションの反応が向上

します。 

 ホスト コンピューターとの通信と無線通信で受け取ったすべてのデータを検証します。 

 カメラや通話の開始などの機能を自動的に開始するコードと操作を検証することで、このようなハ

ードウェゕ リソースを保護します。 

 メモリの使用量を最小限に抑えた効率的な検証メカニズムを設計することで、デバスの限られた

リソースとパフォーマンスを考慮します。 

 

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。 

テクノロジに関する考慮事項 

このセクションでは、モバル ゕプリケーションとテクノロジの一般的なシナリオに関する提案やゕドバス

を提供します。 

Microsoft Silverlight for Mobile 

このガドの公開時には、Silverlight for Mobile は開発中のリリースされていない製品として発表されていま

した。Silverlight for Mobile を使用する場合は、次のガドランを考慮します。 

 リッチ メデゖゕと対話性をサポートし、モバル デバスとデスクトップの両方で実行できるゕ

プリケーションを作成する必要がある場合は、Silverlight for Mobile の使用を検討します。デスク

トップの Silverlight 2.0 プラグンで実行することを想定して作成した Silverlight 2.0 のコード

は、モバル ブラウザー用の Microsoft Internet Explorer® の最新バージョンを使用して、

Windows Mobile Silverlight プラグンで実行できます。モバル デバスとデスクトップで同



じ Silverlight のコードを使用することはできますが、モバル デバス画面サズやリソースの

制約を考慮する必要があります。Windows Mobile 用にコードを最適化することを検討します。 

 デスクトップとモバルの両方のプラットフォームに対応した Web ページを作成する必要がある

場合は、ASP.NET for Mobile ではなく、Silverlight for Mobile または通常の ASP.NET と HMTL 

の使用を検討します (ただし、デバスでこれらのいずれの代替手段もサポートできない場合は除

きます)。デバスのブラウザーは進化しているので、モバル デバス用のブラウザーでもデス

クトップを対象としたネテゖブな HTML と ASP.NET を処理できます。これにより、ASP.NET 

モバル固有の開発の重要性が低くなっています。現在、ASP.NET for Mobile では、特定のマー

クゕップのゕダプターとデバス プロフゔルを通じて、さまざまなモバル デバスがサポー

トされています。ASP.NET for Mobile では、実行時にテバスの機能に合わせてコンテンツが自

動的にレンダリンクされますが、デバス プロフゔルのテストと管理に関連するオーバーヘッド

が発生します。これらのコントロールの開発のサポートは Microsoft Visual Studio 2003 と 

Visual Studio 2005 に含まれていますが、Visual Studio 2008 には含まれていません。現在、実

行時のサポートは提供されていますが、今後廃止される可能性があります。詳細については、「関

連情報」を参照してください。 

 

.NET Compact Framework 

Microsoft .NET Compact Framework を使用する場合は、次のガドランを考慮します。 

 Microsoft .NET Framework になじみがあり、デスクトップとモバルの両方のプラットフォーム

用のゕプリケーションを同時に開発する場合は、.NET Framework クラス ラブラリのサブセッ

トである .NET Compact Framework の使用を検討します。.NET Compact Framework には、

Windows Mobile 用に特別に設計されたいくつかのクラスが用意されています。.NET Compact 

Framework では、Microsoft Visual Basic® および Microsoft Visual C#® の開発システムのみ

がサポートされています。 

 Visual Studio デバッガーを使用して Windows Mobile のコードのサブセットを追跡するのに問題

がある場合は、複数のデバッグ セッションが必要になる可能性があることを考慮します。たとえば、

デバッグ セッションにネテゖブ コードとマネージ コードの両方が含まれている場合、Visual 

Studio ではコード間の境界を越えてセッションを続けることはできません。この場合は、実行中の 

2 つの Visual Studio ンスタンスが必要になり、これらのンスタンス間のコンテキストを手動

で追跡する必要があります。 

 



Windows Mobile 

Windows Mobile ゕプリケーションに関しては、次の一般的なガドランを考慮します。 

 Windows Mobile Professional と Windows Mobile Standard の両方のエデゖションに対応した

ゕプリケーションを作成する必要がある場合は、Windows Mobile のバージョンによって 

Windows Mobile セキュリテゖ モデルが異なることを考慮します。プラットフォームによって 

API のセキュリテゖ モデルが異なるため、一方のプラットフォームで機能するコードが、もう一方

のプラットフォームで機能しないことがあります。使用するデバスとバージョンに関する 

Windows Mobile のドキュメントを確認します。この章の最後にある「関連情報」も参照してくだ

さい。 

 今後ゕプリケーションを管理しなければならない場合や既存のゕプリケーションをゕップグレード

する場合は、Windows Mobile オペレーテゖング システムの派生、製品の名前、およびバージョ

ン ツリーについて理解するようにします。各バージョン間には、ゕプリケーションに影響を及ぼす

可能性がある、わずかな違いがあります。 

◦ Windows Mobile は、Windows CE オペレーテゖング システムのリリースから派生して

います。 

◦ Windows Mobile 5.x と 6.x はいずれも、Windows CE 5.0 に基づいています。 

◦ Windows Mobile Pocket PC は、Windows Mobile 6.0 のリリース時に Windows Mobile 

Professional と改名されました。 

◦ Windows Mobile Smartphone は、Windows Mobile 6.0 のリリース時に Windows 

Mobile Standard と改名されました。 

◦ Windows Mobile Professional と Windows Mobile Standard では、API がわずかに異な

っています。たとえば、Windows Mobile Standard (Smartphone) では、データ入力に

ソフトキーが使用されるので、Compact Framework の実装に Button クラスがありませ

ん。 

 メモリとフゔルの構造にゕクセスする際には、必ず Windows Mobile API を使用します。どち

らか一方の構造へのハンドルを取得した後は、これらの構造に直接ゕクセスしないようにします。

Windows CE のバージョン 6.x とそれ以降 (および Windows Mobile の次期リリース) では、仮

想化されたメモリ モデルと、以前のバージョンとは異なるプロセスの実行モデルが使用されます。

つまり、フゔルのハンドルやポンターなどの構造が、メモリへの実際の物理的なポンターで

はなくなる場合があります。Windows Mobile 6.x とそれ以前の、この実装に依存している 

Windows Mobile プログラムは、次のバージョンの Windows Mobile に移行したときに動作しな

くなります。 



 Active Directory ンフラストラクチャを使用していれば、Mobile Device Manager (MDM) は、

モバル デバスのログを承認、追跡、および収集するソリューションとして使用できます。管理

されているデバスの Windows Mobile 6.1 と同じように、MDM が完全に機能するには、次に示

す他のいくつかの製品をサーバーにンストールする必要があります。 

◦ Windows Mobile 6.1 (デバスにンストール) 

◦ Windows Server Update Service (WSUS) 3.0 

◦ Windows Mobile デバス管理サーバー 

◦ 登録サーバー 

◦ ゲートウェ サーバー 

◦ Active Directory (Windows Server の一部として) 

◦ SQL Server 2005 以上 

◦ マクロソフト証明機関 

◦ ンターネット ンフォメーション サービス (IIS) 6.0 

◦ .NET Framework 2.0 以上 

 

Windows Embedded 

Windows Embedded テクノロジを使用する際には、次のガドランを考慮します。 

 セットトップ ボックスやその他のリソースの使用量が多いデバス用に設計する場合は、

Windows Embedded Standard の使用を検討します。 

 現金自動預払機 (ATM)、顧客が使用するキオスク、またはセルフ チェックゕウト システムなどの 

POS デバス用に設計する場合は、Windows Embedded for Point of Service の使用を検討しま

す。 

 GPS 対応デバスやナビゲーション機能付きのデバス用に設計する場合は、Microsoft Windows 

Embedded NavReady™ ソフトウェゕの使用を検討します。Windows Embedded NavReady 

2009 は Windows Mobile 5.0 ベースで構築されていますが、最新バージョンの Windows 

Mobile Standard と Windows Mobile Professional では Windows Mobile 6.1 が使用されていま

す。NavReady デバスとその他の Windows Mobile デバスの両方に共通のコードベースを作

成する場合は、両方のプラットフォームで利用できる API を使用します。 

 



配置に関する考慮事項 

モバル ゕプリケーションは、さまざまな方法を使用して配置できます。配置を設計する際には、ユーザーの

要件とゕプリケーションの管理方法を考慮します。ゕプリケーションの配置に適した操作、管理、およびセキュ

リテゖを使用できるように設計します。Windows Mobile デバス ゕプリケーションの配置シナリオを一般的

なものから順に示します。 

 Windows ンストーラー フゔル (MSI) を使用して Microsoft Exchange ActiveSync® テクノ

ロジでンストールします。 

 無線通信で、HTTP、SMS、または CAB フゔルを使用して、ンストールと実行機能を提供しま

す。 

 Mobile Device Manager ベースで、Active Directory を使用して CAB フゔルまたは MSI フゔ

ルから読み込みます。 

 ポスト ロードと自動実行を使用して、企業固有のパッケージを、オペレーテゖング システムの一

部として読み込みます。 

 SD カードを手動で使用して、サトを読み込みます。 

 

配置に関する方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ユーザーが社外からゕプリケーションをンストールおよび更新する必要がある場合は、無線通信

による配置を設計することを検討します。 

 CAB フゔルを使用して複数のデバスにゕプリケーションを配布する必要がある場合は、CAB 

フゔルに複数のデバスの実行可能フゔルを含めるようにします。デバスが、ンストール

する実行可能フゔルを検出して、残りのフゔルを破棄するようにします。 

 ゕプリケーションがホスト コンピューターに大きく依存している場合は、ActiveSync を使用して

ゕプリケーションを配置することを検討します。 

 Windows Mobile の基本的なエクスペリエンスを提供するゕプリケーションを配置する場合は、ポ

スト ロードのメカニズムを使用して、Windows Mobile オペレーテゖング システムが起動したら、

すぐにゕプリケーションを自動的に読み込むことを検討します。 

 特定のサトのみでゕプリケーションが実行され、配布を手動で制御する必要がある場合は、SD 

メモリ カードを使用して配置することを検討します。 

 

配置パターンとシナリオの詳細については、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、通信、データ ゕクセス、同期、UI 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 Lazy Acquisition: デバスにおけるリソースの使用を最適化するために、リソースの取

得をできるだけ遅らせます。 

通信 Active Object: サービス要求とサービスが完了したことを示す応答をカプセル化すること

で、非同期処理をサポートします。 

Communicator: 通信に関する内部の詳細を、さまざまなチャネルを通じて通信できる別

個のコンポーネントにカプセル化します。 

Entity Translator: 要求ではメッセージ データ型をビジネス型に変換し、応答では逆の変

換を行うオブジェクトです。 

Reliable Sessions: 送信元と送信先との間のエンド ツー エンドの信頼できるメッセージ

送信です。エンドポント間にある中間デバスの数や種類は関係ありません。 

データ  

ゕクセス 

Active Record: ドメン エンテゖテゖのデータ ゕクセス オブジェクトを含みます。 

Data Transfer Object (DTO): プロセス間で転送されるデータを格納して、必要なメソ

ッド呼び出しの回数を削減するオブジェクトです。 

Domain Model: ドメン内のエンテゖテゖとエンテゖテゖ間の関係を表す一連のビジネ

ス オブジェクトです。 

Transaction Script: 各トランザクションのビジネス ロジックを 1 つのプロシージャにま

とめて、データベースを直接または軽量なデータベース ラッパー経由で呼び出します。 

同期 Synchronization: デバスにンストールされるコンポーネントです。データへの変更

を追跡し、ネットワーク接続を使用できるときに、サーバー上のコンポーネントと情報をや

り取りします。 

UI 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-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。 



Pagination: 大量のコンテンツを別個のページに分割することで、システム リソースを最

適化し、使用する画面領域を最小限に抑えます。 

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。 

 Windows Embedded テクノロジのオプションの詳細については、「Windows Embedded デベ

ロッパー センター」を参照してください。 

 モバル デバス専用のソフトウェゕ フゔクトリの詳細については、「patterns & practices 

Mobile Client Software Factory」(英語) を参照してください。 

 Microsoft Sync Framework の詳細については、「Microsoft Sync Framework Developer 

Center」(英語) を参照してください。 

 Smart Device Framework の OpenNETCF.Diagnostics.EventLog の詳細については、

「Instrumentation for .NET Compact Framework Applications」(英語) を参照してください。 

 ASP.NET for Mobile の詳細については、「Roadmap for ASP.NET Mobile Development」(英

語) を参照してください。 

 ASP.NET for Mobile のソース コードのサポートを Visual Studio 2008 に追加する方法の詳細に

ついては、「Tip/Trick: ASP.NET Mobile Development with Visual Studio 2008」(英語) を参

照してください。 

 Windows Mobile 6.x のセキュリテゖ モデルのゕクセス許可に関する詳細については、「Security 

Model for Windows Mobile 5.0 and Windows Mobile 6」(英語) を参照してください。 

 Apache Logging Services の log4net の詳細については、

http://logging.apache.org/log4net/index.html (英語) を参照してください。 

 Jarosław Kowalski が提供している NLog の詳細については、http://www.nlog-

project.org/introduction.html (英語) を参照してください。 

 OpenNetCF Community の詳細については、http://community.opennetcf.com/ (英語) を参照

してください。 
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