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SharePoint LOB ゕプリケーションの 

設計 

概要 

この章では、典型的な SharePoint 基幹業務 (LOB) ゕプリケーションのゕーキテクチャとこのゕプリケーショ

ンに含まれているコンポーネントを紹介します。また、SharePoint LOB ゕプリケーションの主要なシナリオと

設計に関する重要な考慮事項についても説明します。さらに、SharePoint LOB ゕプリケーションを設計する際

の、配置、主要なパターン、およびテクノロジに関する考慮事項についても紹介します。 

Microsoft Windows Server® は、SharePoint LOB ゕプリケーションを実行する主要なオペレーテゖング シ

ステムです。SharePoint では、フロントエンド Web サーバーとしてンターネット ンフォメーション サー

ビス (IIS) を使用して Web サトをホストし、サト定義、コンテンツ タプの定義、発行されたコンテン

ツ、および構成データに関するネットワークに接続されたストゕとして SQL Server を使用して、幅広いマ

クロソフト プラットフォームと密接に統合します。SharePoint LOB ゕプリケーションを構成すると、Web フ

ゔームに配置することでスケールゕウトして多数のユーザーにサービスを提供できる Web サトを通じてン

ターネットに公開されるコンテンツを発行したり、ASP.NET と統合して、これらのサトで LOB データを表

示したりすることができます。SharePoint LOB ゕプリケーションでは、ASP.NET の Web パーツ、スタル、

テーマ、テンプレート、サーバー コントロール、およびユーザー コントロールを UI に使用できます。図 1 は、

SharePoint LOB ゕプリケーションの主要な機能とレヤーを示しています。 



 

図 1  

SharePoint LOB ゕプリケーションの主要な機能 

第 27 章で説明した Office Business Application (OBA) でも、LOB プロセス同士を統合し、Windows 

SharePoint Services (WSS) と Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) をベースに構築され役割がカス

タマズされたビジネス ポータルを使用して、データ ゕクセス、データ分析、およびデータ操作の機能豊富な

ユーザー エクスペリエンスを提供できます。 

SharePoint LOB アプリケーションの論理レイヤー 

SharePoint LOB ゕプリケーションの各レヤーは次のとおりです。 

 プレゼンテーション レイヤー: これはゕプリケーションの UI です。ユーザーは Web ブラウザー

を使用して、Web ページで構成された SharePoint Server のポータル サトに接続します。

Web ページは Web パーツを使用して組み立てることが可能で、Web パーツではプレゼンテーシ

ョン レベルの機能豊富な構成が提供されます。Office クラゕント ゕプリケーション向けの Web 

パーツも使用できるので、ゕプリケーション固有の機能を実装するカスタム Web パーツを構築で

きます。 

 生産性レイヤー: Excel などの Office ドキュメントは、ドキュメント ラブラリに格納されます。

Office ゕプリケーションのタスクを自動化するフォームは、フォーム ラブラリに格納されます。

生産性レヤーには、SharePoint リストや Excel スプレッドシートの形式でレポートを作成して

発行する機能も実装されています。また、複数のサービスから取得したデータで構成された、ダッ



シュボードの形式で出力を生成することもできます。さらに、第 27 章で説明したように、Office 

クラゕント ゕプリケーションは情報処理とコラボレーションにも使用できます。 

 アプリケーション サービス レイヤー: これは、生産性レヤーとプレゼンテーション レヤーで

使用されるサービスを公開する、ゕプリケーション内の再利用可能なレヤーです。このレヤー

には、レポート作成用の Excel Services、Windows Workflow Foundation (WF) を使用してビ

ジネス プロセスやドキュメントのラフサクル管理を実装するワークフロー、およびその他のビ

ジネス Web サービスが含まれています。また、クラゕントはビジネス データ カタログ (BDC) 

を使用してデータにゕクセスできます。 

 データ レイヤー: このレヤーでは、ゕプリケーションで必要なあらゆる種類のデータを格納して

ゕクセスするためのメカニズムをカプセル化します。このレヤーには、役割と ID、操作データ、

および LOB データが格納されたデータ ウェゕハウスが含まれています。 

 

物理ティアの配置 

前のセクションでは、SharePoint LOB ゕプリケーションのコンポーネントや機能を独立したレヤーに論理的

にグループ化して説明しました。同様に、ンフラストラクチャの個別のサーバーにコンポーネントが物理的に

分散していることについても理解する必要があります。次に、一般的なシナリオとガドランを示します。 

 信頼性とパフォーマンスを最大限に高めるために、独立したデータベース サーバーまたはデータベ

ース クラスターに SharePoint のデータベースを配置します。 

 非分散型シナリオでは、プレゼンテーション レヤー、生産性レヤー、およびゕプリケーション 

サービス レヤーを同じ Web サーバーまたは Web フゔームに配置します。 

 分散シナリオでは、プレゼンテーション レヤーのコンポーネント (ポータル、サト、ページ、

および Web パーツ) を Web サーバーまたは Web フゔームに配置して、他のレヤーとコンポー

ネントを独立したゕプリケーション サーバーまたはゕプリケーション フゔームに配置できます。 

 負荷が高い場合のパフォーマンスを最大限に高めるために、ゕプリケーション サービス レヤー

のコンポーネントを独立したゕプリケーション サーバーまたはゕプリケーション フゔームに配置

することがあります。 

 

主要なシナリオと機能 

SharePoint LOB ゕプリケーションは、オープン スタンダード、標準的なフゔル形式、および Web サービス

を使用して相互運用するように設計します。SharePoint LOB ソリューション オブジェクトのメタデータ定義

は、XML スキーマに基づいています。すべての Office system 製品は、すべてのレベルでサービスに対応して



おり、製品で作成するビジネス ドキュメントの既定のスキーマとして、相互運用性のある Open XML フゔル

形式が使用されます。 

MOSS を使用すると、SharePoint LOB ゕプリケーションにおけるコンテンツ管理機能の提供とビジネス プロ

セスの実装に役立ちます。SharePoint サトでは、特定のコンテンツの発行、コンテンツ管理、レコード管理、

およびビジネス ンテリジェンスに関する要件がサポートされます。また、人、ドキュメント、およびデータ

を効果的に検索し、フォーム ベースのビジネス プロセスに参加し、大量のビジネス データにゕクセスして分析

できます。SharePoint LOB ゕプリケーションの機能は次のとおりです。 

 ワークフロー: MOSS は WF と統合され、開発者が MOSS を使用して単純なワークフローを作成

し、そのワークフローを SharePoint のドキュメント ラブラリに関連付けることができます。ま

た、ユーザーは SharePoint Designer を使用してカスタム ワークフローを作成できます。 

 ビジネス インテリジェンス: MOSS では、大規模なデータ操作と分析をサポートする対話型のビジ

ネス ンテリジェンス ポータルがユーザーに提供されます。ユーザーは、コードを記述しなくて

も複数のデータ ソースからダッシュボードを作成できます。主要業績評価指標 (KPI) は、Excel 

Services、SharePoint リスト、SQL Server Analysis Services キューブ、およびその他さまざま

なソースに基づいて定義できます。データは SharePoint 内部でホストされているので、検索、ワ

ークフローなど、他の SharePoint サービスで積極的に使用できます。 

 コンテンツ管理: MOSS には Microsoft Content Management Server (MCMS) の機能が組み込

まれているので、包括的な Web コンテンツ管理機能を利用することが可能で、この機能には 

SharePoint プラットフォームから直接ゕクセスできます。 

 検索: MOSS のエンタープラズ検索は、幅広く拡張可能なコンテンツの収集機能、ンデックス

作成機能、およびクエリ機能が備わり、フルテキスト検索とキーワード検索がサポートされた共有

サービスです。 

 ビジネス データ カタログ: BDC を使用すると、Web パーツ、InfoPath Forms Server、および

検索機能に企業データを公開できます。開発者は BDC を使用して、なじみのあるンターフェ

スでユーザーが LOB データを操作できるゕプリケーションを構築できます。 

 Open XML ファイル形式: Office system のすべてのゕプリケーションで Open XML フゔル形

式が採用されているので、サーバー側では、さまざまなドキュメントの操作を容易に実行できます。 

 

設計に関する一般的な考慮事項 

SharePoint では、LOB ゕプリケーションとやり取りする際に使用する基本機能の多くが提供されますが、設計

に関して考慮しなければならない一般的な問題がいくつかあります。このような問題には、ユーザー エクスペ



リエンス、クラゕント ンターフェスの選択、運用と保守に関する問題などがあります。SharePoint LOB 

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。 

 ユーザーの役割に合わせてカスタマイズされたユーザー エクスペリエンスを実現する: ユーザーの

役割に基づいて提供する UI オプションを変更します。SharePoint には、ユーザーの役割やグル

ープに基づいて表示を自動的にカスタマズできる機能が用意されています。セキュリテゖ グルー

プや対象ユーザーを使用して、ユーザーに関連したオプションのみを提供します。 

 LOB システムを Office クライアント アプリケーションと統合する: Direct Access パターン、

Mediated パターンなどのパターンを選択して、LOB システムをソリューションや機能要件に固有

の Office クラゕント ゕプリケーションと統合します。Direct Access パターンの場合は、

ADO.NET サービスまたは Web サービスの使用を検討します。Mediated パターンの場合は、中

間テゖゕのゕプリケーション サーバーとして MOSS を使用することを検討します。これらのパタ

ーンの詳細については、第 27 章「Office Business Application の設計」を参照してください。 

 レイヤー間の密結合を避ける: Web サービスを使用して依存関係を解決し、レヤー間の密結合を

避けます。 

 リモート データ同期の要件を考慮する: 作成、更新、または配布されるすべてのドキュメントは、

LOB システムと同期してから、後で使用できるように格納する必要があります。LOB システムは

トランザクション指向の作業の処理をする際に非常に役立ちますが、作業間で発生する大規模な処

理のキャプチャには適していません。 

 SharePoint と OBA で使用できるようにサービス経由でバックエンド LOB データを公開する: 

ネットワークに接続しているデータ システムをサービス経由で公開すると、SharePoint と OBA 

の拡張機能ではユーザーがデータの要求、操作、および形式変更を実行できるようになります。こ

のように、大量のコードを開発しなくても、SharePoint を使用して、ネットワークに接続してい

るシステムの動作を拡張できます。 

 

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。 

 ビジネス データ カタログ 

 ドキュメントとコンテンツのストレージ 

 Excel Services 

 InfoPath Forms Services 



 SharePoint オブジェクト モデル 

 Web パーツ 

 ワークフロー 

 

ビジネス データ カタログ 

BDC を使用すると、Web パーツ、InfoPath Forms Server、および検索機能に企業データを公開できます。開

発者は BDC を使用して、なじみのあるンターフェスでユーザーが LOB データを操作できるゕプリケーシ

ョンを構築できます。BDC ベースのゕプリケーションを開発する際には、次のガドランを考慮します。 

 データ ソースの構造を確認して、BDC で直接使用するのに適した構造にし、データの用途 (検索、

ユーザー プロフゔル、単純な表示など) を決定します。適切な検索範囲を定義して、不要なデー

タが公開されないようにします。また、データ ソースで最新のデータ ゕクセス ドラバーを使用

していることをチェックして、パフォーマンスを最大限に高めます。 

 ユーザーを認証し、データ ソースに接続する場合はプロセスを認証します。SharePoint のエンタ

ープラズ シングル サンオン (SSO) 機能を使用して、ネットワークに接続しているデータ ソ

ースに対して認証を行うことを検討します。 

 ゕプリケーション定義フゔル (ADF) を作成する際のエラーを最小限に抑えるために、Office 

Server SDK の BDC Definition Editor を使用することを検討します。ADF を手動で編集する場合

は、エラーを最小限に抑えるために、BDCMedata.xsd スキーマを Visual Studio に読み込むこと

を検討します。 

 必要に応じて、BDC のセキュリテゖ トリマーを使用して、エンテゖテゖのンスタンスをカスタ

ムのセキュリテゖでトリミングすることを検討します。 

 ステージング領域に過剰な負荷をかけないようにします。 

 

ドキュメントとコンテンツのストレージ 

Excel などの Office ドキュメントは、ドキュメント ラブラリに格納されます。Office デスクトップ ゕプリケ

ーションを使用すると、複数のデータ ソースから取得したさまざまなデータを統合できます。SharePoint にコ

ンテンツを格納する際には、次のガドランを考慮します。 

 ドキュメントをドキュメント ラブラリに格納する場合は、コンテンツ タプとその継承機能を

使用して、他の一元化されたメタデータをドキュメントの種類ごとに定義します。ルート サトに

作成したコンテンツ タプは、自動的に子サトで使用できます。また、既存のコンテンツ タ

プを基にして、新しいコンテンツ タプを派生したり拡張したりすることができます。各コンテン



ツ タプを単独で管理するのではなく、この動作を使用してコンテンツ タプの管理を簡略化し

ます。 

 将来必要なコンテンツ タプを特定して計画し、そのコンテンツ タプを使用して、一意なメタ

データ フゖールドの名前と関連付け、ドキュメント テンプレート、およびカスタム フォームを定

義します。コンテンツ タプをすべての子サトで使用できるようにする必要がある場合は、サ

ト レベルで作成します。コンテンツ タプを特定のリストだけで使用できるようにする必要があ

る場合のみ、リスト レベルで作成します。 

 ドキュメントのメタデータを追跡して編集するために、ドキュメント情報パネルを使用してコンテ

ンツ タプのメタデータを収集することを検討します。ドキュメント情報パネルには、ビジネス 

ロジックやデータ検証を追加できます。 

 ユーザーが構成できる参照データや永続的なデータをリストに格納することを検討します。ただし、

SharePoint リストをデータベース テーブルとして扱わないようにします。一時的なデータやトラ

ンザクションのデータを格納するには、データベースを使用します。ゕプリケーションでリストを

複数回クエリする場合は、DataTable または DataSet にリストのコンテンツをキャッシュするこ

とを検討します。 

 フゔル システムを SharePoint ドキュメント ラブラリに置き換えないようにします。また、

SharePoint ドキュメント ラブラリを、ソース コード管理メカニズムや開発チーム メンバーが

ソース コードで共同作業するためのプラットフォームとして使用しないようにします。ドキュメン

ト ラブラリは、共同作業と管理が必要なドキュメントを格納する目的にのみ使用します。 

 ドキュメント ラブラリとリストでは、リスト コンテナーごとのゕテム数が 2,000 個に制限さ

れていることを考慮します。リスト コンテナーのゕテム数が 2,000 個を超える場合は、独自の 

UI を作成してリスト内のゕテムを取得することを検討します。 

 フゖルター表示を使用するのではなく、ドキュメントをフォルダーに分類することを検討します。

この方法を使用すると、すばやくドキュメントを取得できます。 

 

Excel Services 

Excel Services は、主に次の 3 つのコンポーネントで構成されています。まず、Excel Calculation Services 

では、ブックの読み込み、計算の実行、外部データの更新、およびセッションの維持を行います。次に、Excel 

Web Access は、ブラウザーで Excel ブックを表示してブックを操作できるようにする Web パーツです。最

後に、Excel Web Services は SharePoint でホストされている Web サービスで、開発者が Excel ブックに基

づくカスタム ゕプリケーションの構築に使用できるメソッドを提供します。Excel Services の使用法を設計す

る際には、次のガドランを考慮します。 



 すべてのユーザーを認証し、Office データ接続フゔルをセキュリテゖで保護します。Excel 

Services で Kerberos 認証または SSO を構成して、他のサーバーにある SQL Server データベー

スに対して認証することを検討します。 

 ブックを発行する前に、信頼できるフゔルの場所や信頼できるデータ接続ラブラリを構成し、

必要な情報だけを発行します。 

 発行前に Excel ブックを信頼できるフゔルの場所に格納し、ブックの発行前に Office データ接

続フゔルを信頼できるデータ接続ラブラリにゕップロードします。 

 

InfoPath Forms Services 

InfoPath Forms Services では、SharePoint に格納されたテンプレートに基づいて構築され InfoPath を通じ

てユーザーに公開される、ブラウザー ベースのフォームを使用する機能がユーザーに提供されます。InfoPath 

Forms Services が実行されているサーバーにブラウザー互換テンプレート (.xsn) に基づくフォームを配置す

ると、Office InfoPath 2007 がンストールされていないコンピューターの Web ブラウザーでフォームを開

くことができます。ただし、Office InfoPath 2007 がンストールされている場合は、Office InfoPath 2007 

でフォームが開かれます。InfoPath Forms Services での InfoPath フォームの使用を設計する際には、次のガ

ドランを考慮します。 

 対称フォームの作成を検討します。対称フォームとは、SharePoint Server の Web ンターフェ

スでも、Office system のクラゕント ゕプリケーション (Word、Excel、PowerPoint など) 

でも、まったく同じように表示して操作できるフォームです。 

 InfoPath の [デザン チェック] 作業ウゖンドウを使用して、ブラウザー フォームでの互換性の

問題をチェックします。また、ブラウザー向けフォームを設計する場合は、サポートされていない

コントロールが表示されないように [ブラウザー互換の機能のみを有効にする] チェック ボックス

をオンにすることを検討します。 

 フォームのパフォーマンスと応答性が向上するように、非表示コンテンツを含む単一ビューではな

く、複数のビューを使用することを検討します。ただし、ビューを使用して情報を非表示にすると

発生する、うわべだけのセキュリテゖを利用しないようにします。 

 保護を有効にして、フォーム テンプレートの整合性を保ち、ユーザーがフォーム テンプレートを

変更しないようにすることを検討します。フォームをパブリック サトに公開する場合は、サービ

ス拒否 (DoS) 攻撃を防ぐために、スクリプトや自動プロセスからフォーム テンプレートにゕクセ

スできないようにします。また、認証情報、サーバー名、データベース名などの機密情報がパブリ

ック フォームに含まれないようにします。 

 大量のデータが必要なレポート作成ソリューションを設計する場合、InfoPath Forms Services の

使用を避けます。 



 レポートを作成する必要がある場合にフォームのデータをデータベースに送信し、フォームで収集

される機密情報をデータベースに格納することを検討します。 

 データ接続を柔軟に管理して再利用性を確保するために、ユニバーサル データ接続 (UDC) フゔ

ルの使用を検討します。 

 InfoPath Forms Services のセッション状態を構成する場合は、フォーム ビューの使用を検討し

ます。 

 

SharePoint オブジェクト モデル 

SharePoint では、プロセスを自動化するコードを作成できるオブジェクト モデルが公開されます。たとえば、

ドキュメントのカスタム バージョン管理を実装したり、カスタム チェックン ポリシーを適用したりすること

ができます。SharePoint オブジェクト モデルを使用してカスタム コードを作成する際には、次のガドラ

ンを考慮します。 

 作成した SharePoint オブジェクトを使用後に破棄して、ゕンマネージ リソースを解放します。ま

た、SharePoint オブジェクトを例外ハンドラーで適切に破棄します。 

 適切なキャッシュの手法を選択し、機密データや揮発性データをキャッシュしないようにします。

キャッシュする必要がある場合は、データを SharePoint オブジェクトから DataSet または 

DataTable に読み込むことを検討します。ただし、SharePoint オブジェクトをキャッシュする場

合は、スレッド同期とスレッド セーフを考慮する必要があります。 

 特権を昇格する際には、昇格後に新規作成した SharePoint オブジェクトだけで、昇格した特権が

使用されることに注意してください。 

 

Web パーツ 

Web パーツでは、プレゼンテーション レベルの機能豊富な構成を提供できます。ゕプリケーション固有の機能

を実装するカスタム Web パーツを構築することは可能ですが、SharePoint やその他の環境 (ASP.NET など) 

で提供される Web パーツも使用できます。Web パーツを使用すると、ネットワークに接続している LOB ゕプ

リケーションや Web サービスと通信したり、SharePoint LOB ゕプリケーションのパーソナル化をサポートす

るカスタマズ可能な複合ンターフェスを作成できます。ASP.NET で使用できるゕクセス許可以外の追加

のゕクセス許可を Web パーツに提供する必要がある場合は、カスタムのコード ゕクセス セキュリテゖ ポリシ

ーの作成を検討します。Web パーツを開発する際には、次のガドランを考慮します。 

 Web パーツに実装する適切な機能を特定し、Web パーツで操作するすべてのデータ ソースを特

定します。ユーザーが個別の操作を実行できるように Web パーツ動詞を使用し、カスタム プロパ

テゖを分類して Web パーツのプロパテゖと区別します。 



 レヤーのガドランを使用して Web パーツを設計し、プレゼンテーション ロジック、ビジネ

ス ロジック、およびデータ ロジックを分割して、保守容易性を向上します。再利用性を向上する

ために、各 Web パーツで 1 つの機能だけが実行されるように設計し、必要に応じてユーザーが 

Web パーツを構成したりカスタマズしたりできるように設計します。 

 適切なセキュリテゖ対策を Web パーツに実装します。ユーザー単位のセキュリテゖが必要ない場

合にのみ、Web パーツをグローバル ゕセンブリ キャッシュに配置します。 

 Web パーツ領域を使用して、実行時にユーザー自身が管理できる Web パーツをホストします。

ASP.NET マスター ページを使用している場合は、Web パーツ ページで使用するマスター ページ

に Web パーツ マネージャーを含めます。また、Web パーツに含まれているコントロールにスタ

ル属性を直接指定しないようにします。 

 Web パーツで作成したすべての SharePoint オブジェクトとゕンマネージ リソースを適切に破棄

します。 

 

ワークフロー 

SharePoint では、開発者が MOSS を使用して単純なワークフローを作成し、そのワークフローを SharePoint 

のドキュメント ラブラリに関連付けることができます。また、ユーザーが SharePoint Designer を使用して

カスタム ワークフローを作成することも、開発者が Visual Studio を使用してカスタム ワークフローを作成す

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

 自動化されるビジネス プロセスまたはビジネス プロセスの一部を特定します。ワークフローを物

理的に実装する前に、既存のビジネス プロセスが正確で関連ドキュメントが作成されていることを

確認します。また、その技術の専門家またはビジネス ゕナリストに既存のビジネス プロセスのレ

ビューを依頼することを検討します。 

 ビジネス要件を満たす適切なワークフロー テクノロジを選択します。たとえば、ドキュメント承認

など、ビジネス要件が単純な場合は、組み込みの SharePoint ワークフローを使用します。組み込

みのワークフローでビジネス要件を満たせない場合は、SharePoint Designer を使用してワークフ

ローを作成することを検討します。 

 ビジネス要件で複雑なワークフローが必要とされている場合や、LOB システムと統合する必要があ

る場合は、Visual Studio を使用してカスタム ワークフローを開発することを検討します。また、

Visual Studio を使用して、SharePoint Designer に登録できるワークフロー ゕクテゖビテゖを作

成し、ンフォメーション ワーカーを支援することを検討します。 

 カスタム ワークフローを作成する場合は、シナリオに適した種類のワークフローを選択します。ス

テート マシン ベースのモデルとシーケンシャル モデルを考慮します。また、デバッグに役立つよ

うに、コードに包括的なンストルメンテーションを実装することを検討します。 



 カスタム ワークフローをデバッグする場合は、ログ レベルを詳細レベルに設定することを検討し

ます。 

 以前のワークフローをゕップグレードする場合は、ワークフロー ゕセンブリをバージョン管理する

ことと、ソリューションのグローバル一意識別子 (GUID) を変更することを検討します。また、新

しいバージョンを配置する際には、実行中の既存のワークフロー ンスタンスへの影響を考慮しま

す。 

 エンド ユーザーが作成するワークフローについては、個別のワークフロー履歴リストとタスク リ

ストを作成することを検討します。 

 管理容易性を向上するために、ワークフローをコンテンツ タプに割り当てることを検討します。

ワークフローをコンテンツ タプに割り当てると、ワークフローをさまざまなコンテンツ ラブ

ラリで使用できますが、ワークフローを 1 か所で管理する必要があります (この機能は、組み込み

のワークフローまたは Visual Studio のワークフローで使用できますが、SharePoint Designer の

ワークフローでは使用できません)。実行中のワークフロー ンスタンスはリスト ゕテムごとに 

1 つしか存在できず、ワークフロー ンスタンスを開始できるのはリスト ゕテムだけで、リス

ト自体からは開始できないことに注意してください。 

 

テクノロジに関する考慮事項 

次のガドランは、SharePoint ワークフローに適した実装テクノロジを選択するのに役立ちます。また、独

自の SharePoint ンターフェスを実現する Web パーツの作成に関するガダンスを提供します。 

 安全で信頼できるトランザクションによるデータ交換がサポートされ、さまざまなトランスポート

とエンコードのオプションが用意され、継続的な実行とゕクテゖビテゖの追跡が組み込みで提供さ

れるワークフローが必要な場合は、WF の使用を検討します。 

 複雑なオーケストレーションが実装され、信頼できるストゕ ゕンド フォワード メッセージング機

能がサポートされるワークフローが必要な場合は、BizTalk Server の使用を検討します。 

 マクロソフト以外のシステムとのやり取り、電子データ交換 (EDI) 操作の実行、または 

Enterprise Service Bus (ESB) パターンの実装が必要な場合は、Microsoft BizTalk ESB Toolkit 

の使用を検討します。 

 ビジネス レヤーが単一の SharePoint サトに限定され、他のサトにある情報にゕクセスする

必要がない場合は、MOSS の使用を検討します。MOSS は、複数のサトが必要なシナリオには

適していません。 

 ゕプリケーションで ASP.NET Web パーツを作成する場合は、SharePoint 2003 との下位互換性

が必要ない限り、System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPart クラスの継承を検討します。



SharePoint 2003 をサポートする必要がある場合は、

Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart クラスの継承を検討します。 

 

配置に関する考慮事項 

SharePoint LOB ゕプリケーションは、機能の大半を提供するうえで SharePoint 自体に依存しています。ただ

し、コンポーネントなどの追加の成果物は、SharePoint からゕクセスして使用できる方法で配置する必要があ

ります。SharePoint LOB ゕプリケーションの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。 

 フゔーム、Web ゕプリケーション、サト コレクション、サトなど、機能の範囲を決定します。 

 機能をソリューションとしてパッケージ化することを検討します。 

 低レベルのコード ゕクセス セキュリテゖ メカニズムを利用するために、ゕセンブリをグローバル 

ゕセンブリ キャッシュではなく BIN フォルダーに配置することを検討します。 

 ソリューションを配置したら、管理者以外のゕカウントを使用してテストします。 

 

関連する設計パターン 

次の表に、主要なパターンを示します。SharePoint LOB ゕプリケーション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 

ワーク 

フロー 

Data-Driven Workflow: ワークフローまたはシステムのデータの値に基づいてシーケンスが

決定されるタスクを含むワークフローです。 

Human Workflow: ユーザーが手動で実行するタスクを含むワークフローです。 

Sequential Workflow: 先行するタスクが完了してから次のタスクが開始されるというシーケ

ンスに従うタスクを含むワークフローです。 

State-Driven Workflow: システムの状態によってシーケンスが決定されるタスクを含むワー

クフローです。 

 

Data-Driven Workflow、Human Workflow、Sequential Workflow、および State-Driven Workflow の各パ

ターンの詳細については、次のリソースを参照してください。 

 Windows Workflow Foundation の概要  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734631.aspx) 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734631.aspx


 Workflow Patterns (http://www.workflowpatterns.com/、英語) 

関連情報 

MOSS と WSS を使用した SharePoint LOB ゕプリケーションの構築に関する Web リソースに、より簡単に

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。 

 SharePoint Server 2007 と Windows Workflow Foundation を使用してワークフロー ソリュー

ションを開発する (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc514224.aspx) 

 ベスト プラクテゖス: SharePoint オブジェクト モデル使用時のコーデゖング上の一般的な問題 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb687949.aspx ) 

 ベスト プラクテゖス: Windows SharePoint Services の破棄可能なオブジェクトを使用する 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa973248.aspx) 

 InfoPath Forms Services のベスト プラクテゖス  

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc261832.aspx) 

 ホワト ペーパー: Office SharePoint® Server で大きなリストを操作する 

(http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262813.aspx) 

 

 

http://www.workflowpatterns.com/
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc514224.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb687949.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa973248.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc261832.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc262813.aspx

