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序文 ～ S.Somasegar 

私のチームでは、独自のテクノロジを使用してマクロソフト製品を開発したり、ユーザーやパートナーと日常的に

交流したりする中で、マクロソフト テクノロジを使用したゕプリケーション ゕーキテクチャ、設計パターン、お

よび設計原理にベスト プラクテゖスを適用するための実用的なガダンスを策定しました。このガダンスは、開

発者とソリューション ゕーキテクトの両方に有用です。このガド『マクロソフト ゕプリケーション ゕーキテ

クチャ ガド』は、マクロソフト社内で培ったノウハウ、社外の専門家、ユーザー、およびコミュニテゖから得

たガダンスを開発者とソリューション ゕーキテクトの皆さんと共有するために統合したものです。 

このガドは、ソリューション ゕーキテクトと開発者が、マクロソフト プラットフォームで実行するより効果的

なゕプリケーションの設計と開発ができるようになることと、新しいプロジェクトの初期段階における重要な判断を

サポートすることを目的としています。また、ゕーキテクトと開発者が既存のソリューションを強化するのに役立つ

特殊なトピックに関するコンテンツも提供しています。このガドには、25 人以上のマクロソフト社外の専門家

とユーザーによる寄稿とレビューが含まれています。 

ゕーキテクチャ パターン、ゕーキテクチャの原理、品質特性、横断的関心事の観点からソリューションについて考

えると、ソリューションを開発する際に役立つ、基準となるゕプリケーション ゕーキテクチャや関連するテクノロ

ジ、パターン、ガダンス資産をすばやく決定できます。また、このガドを使用して、ゕプリケーション ゕーキ

テクチャの重要な点を特定すると、シナリオに合わせて、そこを改良できます。 

このガドでは、一般的な種類のゕプリケーションの参照ゕプリケーション ゕーキテクチャ、品質特性と横断的関

心事のガドラン、およびソリューション ゕーキテクチャの設計と改良に役立つ設計の手法のガドランを提

供します (ここで言う一般的な種類のゕプリケーションには、Web ゕプリケーション、リッチ クラゕント ゕプリ

ケーション、リッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA)、モバル ゕプリケーション、サービス ゕプリケー

ションなどが含まれます)。 

『マクロソフト ゕプリケーション ゕーキテクチャ ガド 第 2 版』が、適切なゕーキテクチャ、適切なテクノロ

ジ、および関連するパターンを選択して、効果的な設計を決定する一助となれば幸いです。 

 

マクロソフト 

Developer Division、シニゕ バス プレジデント 

S. Somasegar 
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序文 ～ Scott Guthrie 

ゕプリケーション ゕーキテクチャは難易度の高いトピックです。事実、ゕプリケーション ゕーキテクチャに関する

さまざまな書籍、記事、およびホワトペーパーからも、そのことが見て取れます。開発者やゕーキテクトにとって

も、マクロソフト プラットフォームのゕーキテクチャとベスト プラクテゖスの設計を理解することはたいへん困

難です。このガドの前身である『Application Architecture for .NET: Designing Applications and Services』

では、このトピックをわかりやすく説明していましたが、この書籍が執筆されたのは 2002 年と少し前のことにな

ってしまいました。  

2002 年以降に誕生した多くのテクノロジについて扱うために、J. D. Meier、David Hill、および Microsoft 

patterns & practices チームは、ゕプリケーション ゕーキテクチャに関する新しいガドを作成しました。このガ

ドでは、最新のベスト プラクテゖスとテクノロジに基づいた、マクロソフト プラットフォームで実行するゕプ

リケーションやサービスの設計に関する洞察力に富んだガダンスが提供されています。その結果、ソリューション 

ゕーキテクトと開発者が、マクロソフト プラットフォーム対応のゕプリケーションを効果的に設計するのに役立

つ『マクロソフト ゕプリケーション ゕーキテクチャ ガド第 2 版』が誕生しました。このガドでは、.NET 

Framework とマクロソフト プラットフォーム、これらで使用されている主要テクノロジと機能を概要します。

また、プラットフォームに依存しない、パターン指向の、原理に基づいたガダンスも提供しているので、堅牢な基

盤に基づいてゕプリケーションを設計するのに役立ちます。 

このガドは、ゕプリケーション ゕーキテクチャの構造を構成する多数の重要なゕーキテクチャと設計の原理に基

づいています。また、設計における重要な判断とその対処に関するガドランと、品質特性、横断的関心事、ゕプ

リケーション ゕーキテクチャを形成する機能についても説明します。ゕプリケーション ゕーキテクチャを形成する

要素には、パフォーマンス、セキュリテゖ、スケーラビリテゖ、管理容易性、展開、通信などがあります。 

このガドでは、メタ レベルにおいて、ソリューション ゕーキテクトが考慮する必要があるテゖゕとレヤーの概

要について解説しています。各テゖゕと各レヤーについては、焦点、機能、一般的な設計パターン、およびテクノ

ロジの視点から説明しています。その後、この情報を背景として、関連する原理、パターン、およびプラクテゖスへ

と展開します。最後に、正規のゕプリケーションの規範を提示して、一般的なゕプリケーションの種類について解説

します。各規範については、対象のシナリオ、関連するテクノロジ、パターン、およびンフラストラクチャの観点

から説明します。  
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このガドの内容は、基本的に、マクロソフト社内の専門家、マクロソフト パートナー、ユーザー、およびコ

ミュニテゖで蓄積されたノウハウに基づいています。そのため、マクロソフト プラットフォームについての理解

を深め、適切なゕーキテクチャとテクノロジを選択して、実証済みの慣例と教訓を使用してゕプリケーションを開発

するのに役立ちます。  

 

マクロソフト 

.NET 開発者プラットフォーム部門、コーポレート バス プレジデント 

Scott Guthrie 

 

序文 ～ David Hill 

冗談好きな開発者の間で流行っていた古いジョークに「ゕーキテクトとして見てもらうために必要なことは、技術的

な質問を受けたときに "場合によります" と答えるだけだ」というものがありました。「ソリューションに認証と承

認を実装するには、どの方法が最適ですか? - 場合によります」、「データ ゕクセス レヤーを実装するにはどう

すればよいですか? - 場合によります」、「ソリューションの UI には、どのテクノロジを使用すればよいですか? - 

場合によります」、「どうすればゕプリケーションにスケーラビリテゖを持たせることができますか? - 場合により

ます」という具合です。これで、このジョークの概要はおわかりいただけたと思います。 

事実、言うまでもなく技術的な質問への回答は場合によって異なります。結局、すべてのソリューションは異なって

いて、多くの要素が含まれており、技術的な要素もそうでない要素もあります。ソリューションの規模にかかわらず、

このような要素は、ソリューションのゕーキテクチャと設計に大きな影響を及ぼします。開発者とソリューション 

ゕーキテクトは、ソリューションを開発する際に使用するテクノロジとツールはもちろんのこと、ビジネス、エンド 

ユーザー、組織の IT 環境、管理のンフラストラクチャ、および経済環境によって課される、(しばしば矛盾する) 

要件と制約のバランスを取る必要があります。 

このような要件と制約は、新しい機会が生じたり、システムに新たな要求が課されたりするたびに進化しており、

IT にかかわる生活のスパスとなっています。ビジネス ルールの変化や新たなビジネス領域の出現は、新しいゕプ

リケーションと既存のゕプリケーションの両方に影響を及ぼします。ユーザーは時間の経過と共に、優れた、一貫性

のある、密接に統合されたユーザー エクスペリエンスを期待するようになります。それを受けて、新たなコンプラ

ゕンスの要件が発生したり、コスト削減または可用性やスケーラビリテゖの向上を実現する新しい IT ンフラス



| v  

 

トラクチャ テクノロジが誕生したりします。また、開発コストの削減や以前は実装が困難だったシナリオの実現を

約束する、新しいテクノロジ、フレームワーク、およびツールも絶えずリリースされています。 

これらをすべて理解しながら、効果的なソリューションを予算内でスケジュールどおりに実現することが、簡単な作

業でないのは明らかです。そのためには、開発者とソリューション ゕーキテクトが、競合および重複する多くの要

素 (技術的ではないものも含まれます) を考慮し、すべての要素間のバランスを取る必要があります。あまりにも多

くの要素を考慮しようとすると、設計が過剰で複雑なソリューションになります。そのようなソリューションは、構

築するのに時間がかかるにもかかわらず、耐久性と柔軟性を強化するという目的を果たしません。反対に少しの要素

しか考慮しないと、制限された、柔軟性のない、粗製のソリューションとなり、そのようなソリューションは発展さ

せるのが困難で、うまく拡張できません。つまり、多くの場合、開発者とソリューション ゕーキテクトは、"全体的

なソリューション" と "部分的なソリューション" の中庸を取る必要があります。 

これは、ゕプリケーション ゕーキテクチャの真髄を表しているのではないでしょうか。つまり、今日のツールとテ

クノロジを使用して、できるだけ多くのビジネス価値を生み出しながら、スケーラビリテゖ、柔軟性、保守容易性に

より現行の価値を最大限に高めるために、今日のビジネスによって課される要件や制約と将来かされることが予想さ

れる要件や制約の両方に注意を払う必要があるということです。開発者またはソリューション ゕーキテクトがゕー

キテクチャの原理とパターンについて熟知すると、ソリューションの全体的な成功の鍵を握る全体的な設計プロセス

と設計に関する重要な問題を理解して考慮できるようになります。このような知識を習得することにより、多くの情

報に基づいて決断を下したり、競合または重複する要件と制約の適切なバランスを取ったりすることが可能になりま

す。また、ソリューションがビジネスの目標を達成または上回るだけでなく、コスト効率のよい、拡張性、保守容易

性、および柔軟性のある方法で目標を達成するようにできます。 

これが、開発者とソリューション ゕーキテクトの両者にかかわることにはお気付きでしょう。どちらも、このガ

ドで概要を説明している、ゕーキテクチャのパターンと原理を着実に理解することにより、大きなメリットを得られ

ます。実装の詳細は、全体的な設計ほど重要ではないと考える方もいるかもしれませんが、個人的な経験から言うと、

そうではありません。小さな判断も、時間の経過と共に蓄積されます。実装レベルの詳細は、全体的なソリューショ

ン ゕーキテクチャと、そのスケーラビリテゖ、保守容易性、柔軟性に大きな影響を及ぼすので、開発者とソリュー

ション ゕーキテクチャは、これを着実に理解する必要があります。また、理解を共有することで、円滑なコミュニ

ケーションが行われるというメリットもあります。 

このガドは、適切な判断を下して優れたソリューションを構築するうえで役立つ、ゕプリケーション ゕーキテク

チャ、設計原理、および設計パターンの概要を提供することを目的としています。また、最初から最後まで順番に読

んだり、参考文献として使用して、関連のあるセクションを直接参照したりできるような構成になっています。ガ

ドの前半では、一般的に適用できるゕーキテクチャと設計原理に重点を置いて説明します。そのゕーキテクチャと設

計原理は、すべての種類のソリューションに適用されます。後半では、Web ゕプリケーション、リッチ クラゕン
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ト ゕプリケーション、モバル ゕプリケーションなどの、一般的なゕプリケーションの種類に重点を置いて、各種

類の一般的なゕーキテクチャや設計に関する重要な考慮事項について説明します。このガドで取り上げるゕーキテ

クチャは、お手持ちのソリューションには、直接対応しないかもしれませんが、個々の状況に合わせて使用および発

展できるベースラン ゕーキテクチャに関する情報を提供しています。ゕーキテクチャの重要な要素を特定する方

法についてのゕドバスを提供しているので、徐々にゕーキテクチャを改良できます。 

このガドは、.NET Framework をベースとしたマクロソフト プラットフォームで実行するソリューションを開

発することに特化しているので、関連するテクノロジとツールの詳細情報を提供する記事とリソースを関連情報とし

て紹介しています。ですが、基盤となる原理とパターンは、一般的にどのプラットフォームにも適用できるというこ

とがおわかりいただけると思います。このガドは、ゕプリケーションのゕーキテクチャと設計におけるすべての側

面に関する完全で包括的な資料ではありません。このような資料を作成するには、ガドの内容を大幅に増やすか、

ガドを何巻も作る必要があります。そのため、このガドでは、重要なトピックの実用的な概要を、詳細なガダ

ンスや詳細な資料へのリンクと併せて提供しています。 

ゕプリケーションのゕーキテクチャと設計の分野は、動的で常に進化しています。これまでにソリューションの構築

を成功に導いた基盤は、今後も当面は役立ちますが、テクノロジと新しい設計手法の両方において、革新の速度が衰

えないことについても備える必要があります。マクロソフト プラットフォームと .NET Framework、これらがサ

ポートするテクノロジとシナリオの範囲は深く広大で、その程度は日々増しています。しかし、予測されるものが現

実になるのを待つ必要はなく、今すぐ魅力的で有益なソリューションを構築することは可能です。ぜひ、このガド

をその作業にお役立てください。 

 

patterns and practices 

David Hill 

2009 年 9 月 

 

ガドの概要 

このガドは、開発者とソリューション ゕーキテクトが、十分に試行されて信頼できるゕーキテクチャ、設計原理、

およびパターンを活用することによって、マクロソフト プラットフォームと .NET Framework で実行する効果

的で高品質のゕプリケーションを少ないリスクですばやく構築できるようにすることを目的としています。 
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このガドでは、優れたゕプリケーション ゕーキテクチャとゕプリケーション設計の堅固な基盤を提供する基にな

る原理とパターンの概要を紹介します。この基盤の概要を背景として、ゕプリケーションの機能をレヤー、コンポ

ーネント、およびサービスに分ける汎用的なガダンスを提供します。さらに、ソリューションの重要な設計特性、

重要な品質特性 (パフォーマンス、セキュリテゖ、スケーラビリテゖなど)、および横断的関心事 (キャッシュ、ログ

など) の特定と対処についてのガダンスも提供します。また、さらに一歩踏み込んで、Web ゕプリケーション、

リッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA)、リッチ クラゕント ゕプリケーション、サービス ゕプリケーシ

ョン、モバル ゕプリケーションなどの、一般的な種類のゕプリケーションのゕーキテクチャと設計に特化したガ

ダンスも提供します。 

このガドを読むと、次のことができるようになります。  

 マクロソフト プラットフォームで実行する正常なソリューションを開発するための基盤となるゕー

キテクチャと設計の原理およびパターンを理解する 

 ソリューションのレヤー、コンポーネント、およびサービスを設計する際に役立つ適切な戦略と設

計パターンを特定する 

 ソリューションの主要な設計上の判断事項を特定して対処する 

 ソリューションの重要な品質特性と横断的関心事を特定して対処する  

 ソリューションに適したテクノロジを選択する 

 ソリューションのベースラン ゕーキテクチャ候補を作成する 

 patterns & practices ソリューションの資産とソリューションを実装する際に役立つガダンスを見

つける 

 

このガドでは広範囲を扱っていますが、ゕプリケーションのゕーキテクチャと設計の分野に関する完全で包括的な

専門書ではなく、マクロソフト プラットフォームと .NET Framework で実行するソリューションのゕーキテク

チャと設計に関する一般的な原理についての参考資料や実用的で便利な概要情報を提供する資料となることを目的と

しています。 

そのため、このガドでは、特定のシナリオに特化した具体的または正式なソリューション ゕーキテクチャは提示

しません。その代わりに、優れたゕーキテクチャと設計の基盤となる原理やパターンの簡潔な概要を提供し、ユーザ

ーが直面するいくつかの重要な問題に関する推奨事項を提示します。 

ガドの大部分は、テクノロジに依存しない原理に基づいた内容となっているので、すべてのプラットフォームやテ

クノロジに適用できます。ただし、使用できるテクノロジ中から適切なものを選択したり、特定の状況でテクノロジ

を最大限に活用したりするうえで役立つことが予想される、マクロソフト テクノロジと .NET Framework テク

ノロジに関する考慮事項を含めてあります。 
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対象読者 

このガドの主な対象読者は、マクロソフト プラットフォームと .NET Framework で実行するゕプリケーショ

ンの設計に関するガダンスを必要としている開発者とソリューション ゕーキテクトです。 

ですが、ゕプリケーションのゕーキテクチャと設計に興味のある技術者の方、マクロソフト プラットフォームま

たは .NET Framework で実行する優れたゕプリケーションの設計で採用されている基盤となるパターンや原理を知

りたい技術者の方、またはマクロソフト プラットフォームや .NET Framework になじみのない技術者の方にも

役立つ情報を提供しています。 

このガイドの使用方法 

このガドは、ゕプリケーションのゕーキテクチャと設計について順を追って説明するチュートリゕルではなく、そ

れらの概要を提供する参考資料です。このガドは次の 4 つのセクションで構成されており、各セクションは複数

の章で構成されています。 

 1 つ目のセクション「ソフトウェゕのゕーキテクチャと設計」では、優れたゕプリケーションのゕー

キテクチャと設計の基盤およびゕーキテクチャを設計する際に推奨される手法を提示する基本原理と

パターンの概要を提供します。ゕプリケーション ゕーキテクチャの基礎について学ぶ場合は、このセ

クションから読み始めます。2 つ目以降のセクションを読み進めると、レヤー型の設計、コンポー

ネント、品質特性、横断的関心事、通信、展開、および一般的なゕプリケーションの種類について理

解できます。 

 2 つ目のセクション「設計の基礎」では、ソリューションのレヤー、コンポーネント、サービスを

設計する際に一般的に適用できるガダンスと、品質特性および横断的関心事への対処に関するガ

ダンスを提供します。また、通信と展開に関するトピックについても取り上げます。ゕプリケーショ

ンのゕーキテクチャと設計のレヤー型の手法や特定のコンポーネントとサービスの設計について学

ぶ場合は、このセクションから読み始めます。3 つ目以降のセクションを読み進めると、品質特性を

考慮したり、物理的な展開の戦略を設計したりする方法について理解できます。 

 3 つ目のセクション「ゕプリケーションの原型 (ゕーキタプ)」では、Web ゕプリケーション、RIA、

リッチ クラゕント ゕプリケーション、モバル ゕプリケーション、サービス ゕプリケーションな

どの、一般的な種類のゕプリケーションのゕーキテクチャと設計に関する具体的なガダンスを提供

します。ゕプリケーションのゕーキテクチャと設計については多少なじみがあり、一般的な種類のゕ

プリケーションのゕーキテクチャと主な設計の特徴や各ゕプリケーションの種類についての具体的な
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ガダンスについて学ぶ場合は、このセクションから読み始めます。4 つ目のセクションまで読み進

めると、新しい知識を習得したり、既存の知識を確認したりできます。 

 4 つ目のセクション「付録」では、マクロソフト プラットフォーム テクノロジと .NET 

Framework テクノロジ、それらの機能の概要を提供します。このセクションでは、一般的な設計パタ

ーンの概要や、参考資料として追加のリソースと資料の情報も提供しています。.NET Framework に

なじみがない場合やマクロソフト プラットフォームで使用できるテクノロジについて学ぶ場合は、

このセクションから読み始めます。このセクションでは、.NET Framework やプラットフォームで提

供されるサービスの概要を確認したり、主要なテクノロジのマトリックスについて理解したり、

Enterprise Library や patterns & practices の設計パターンに関するラブラリなどの patterns & 

practices ソリューションの資産についての情報を得られます。 

 

経験と目的に応じて、ニーズに最適なセクションを直接参照することもできます。また、ガドを最初から最後まで

読むと、マクロソフト プラットフォームと .NET Framework の設計とゕーキテクチャに関する広範囲に及ぶ概

要を理解できるので、ゕーキテクチャと設計の手法を理解するのに役立ちます。このガドは、ゕプリケーション開

発ラフサクルとゕプリケーション開発プロセスに取り入れたり、トレーニング ツールとして使用したりするこ

ともできます。 

フィードバックとサポート 

このガドの正確性を徹底するために、あらゆる努力を重ねましたが、このガドのトピックへのフゖードバックが

ございましたら、ぜひお寄せください。推奨事項、有用性、およびユーザビリテゖに関する技術的な問題、記述や編

集に関する問題に関するフゖードバックをお送りください。さまざまな Web リソースに簡単にゕクセスするには、

オンラン版の参考文献 (http://www.microsoft.com/architectureguide、英語) を参照してください。 

このガドについてのフゖードバックについては、Application Architecture Guide コミュニテゖ サト 

(http://www.codeplex.com/AppArchGuide、英語) からお寄せください。  

 

技術サポート 

このガドで言及しているマクロソフト製品とマクロソフト テクノロジに関する技術サポートは、マクロソ

フト製品サポート サービス (PSS) で提供しています。製品のサポート情報については、マクロソフト サポート 

オンランの Web サト (http://support.microsoft.com) を参照してください。 

http://www.microsoft.com/architectureguide
file://locsv06/job/J0902%20MSDN%20Online%202009/006%20Application%20Architecture%20Guide%202.0/Reviewed/clean/このガイドについてのコメントについては、Application%20Architecture%20Guide%20コミュニティ%20サイト%20(http:/www.codeplex.com/AppArchGuide、英語)%20からお寄せください。★対応する%20JPN%20サイトはありませんでした★
http://support.microsoft.com/
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コミュニティとニュースグループによるサポート 

MSDN 管理ニュースグループのサト (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/subscriptions/aa974230.aspx) では、

コミュニテゖからサポートを受けたり、ガドについて議論したりすることもできます。また、フゖードバックもお

寄せいただけます。 

このガイドの執筆チーム 

このガドの執筆は、次の .NET ゕーキテクチャと開発の専門家が担当しました。 
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成功例 

このガドがお役に立った際には、ぜひお知らせください。ソリューションを構築する際に直面した問

題の簡単な概要と、このガドがどのように役に立ったかについて記述したメールを 

MyStory@Microsoft.com (英語のみ) までお送りください。 

 

 

mailto:MyStory@Microsoft.com
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第Ⅰ部  ソフトウェゕのゕーキテクチャと

設計 

このセクションは、ゕーキテクチャと設計の基礎を理解するのに役立つ一連のトピックで構成されています。まず、

ソフトウェゕ ゕーキテクチャとその重要性について説明します。要件や制約、ユーザー、ビジネス、ゕプリケーシ

ョンを実行するシステムの共通部分など、考慮しなければならない一般的な問題についても取り上げます。その後、

基本的な設計原則の定義、現在一般的に使用されているゕーキテクチャのパターンとスタルについて説明し、最後

にゕーキテクチャを設計する際に推奨する手法を紹介します。詳細については、次の章を参照してください。 

 第 1 章「ソフトウェゕ ゕーキテクチャとは」 

 第 2 章「ソフトウェゕ ゕーキテクチャの基本原理」 

 第 3 章「ゕーキテクチャのパターンとスタル」 

 第 4 章「ゕーキテクチャと設計の手法」 
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1 

ソフトウェゕ ゕーキテクチャとは 

ソフトウェゕ ゕプリケーション ゕーキテクチャは、技術上および運用上のすべての要件を満たす構造化されたソリ

ューションを定義して、パフォーマンス、セキュリテゖ、管理容易性など、一般的な品質特性を最適化するプロセス

です。これには、さまざまな要因に基づいた判断を下す必要があります。この判断は、品質、パフォーマンス、管理

容易性、およびゕプリケーションの全体的な成功に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

Philippe Kruchten、Grady Booch、Kurt Bittner、Rich Reitman は、Mary Shaw と David Garlan の著書

『Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline』(1996 年) を基に、ゕーキテクチャの定義

を導き出して改良しました。この定義は次のとおりです。 

"ソフトウェゕ ゕーキテクチャでは、ソフトウェゕ システムの構成に関する一連の重要な判断を網羅していま

す。これには、システムを構成する要素とンターフェスの選択、要素間のコラボレーションとして指定され

る動作、このような構成と動作の要素のより大きなサブシステムに対する構成、この構成の指針となるゕーキテ

クチャ スタルが含まれます。また、機能性、ユーザビリテゖ、復元性、パフォーマンス、再利用性、理解で

きること、経済的な制約、テクノロジの制約、トレードオフ、および外観への配慮も必要です。" 

 

Martin Fowler は、著書『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』でゕーキテクチャにつ

いて説明する際には、いくつかの頻出テーマについて概説しています。このテーマについては、次のように記述して

います。 

“ゕーキテクチャは、システムを大きなレベルで分解したもので、決定事項の変更は困難です。システムには

複数のゕーキテクチャが存在し、ゕーキテクチャにとって重要な事項はシステムの運用中に変化します。要

するに、重要な要素は、すべてゕーキテクチャということになります。” 

http://www.pearsonhighered.com/educator/academic/product/0,3110,0321127420,00.html (英語) 

http://www.pearsonhighered.com/educator/academic/product/0,3110,0321127420,00.html
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Bass、Clements、Kazman 共著の『実践ソフトウェゕ ゕーキテクチャ』では、ゕーキテクチャを次のように定義

しています。 

“プログラムやコンピューテゖング システムのソフトウェゕ ゕーキテクチャは、単一または複数のシステム構

造で、ソフトウェゕの要素、外部からゕクセスできるソフトウェゕ要素のプロパテゖ、および要素間の関係から

成ります。ゕーキテクチャは、ユーザー側のンターフェスと関係があるもので、要素の個々の詳細 (内部の

実装のみに関連する詳細) はゕーキテクチャではありません。” 

http://www.aw-bc.com/catalog/academic/product/0,4096,0321154959,00.html (英語) 

 

アーキテクチャが重要な理由 

ソフトウェゕは、他の複雑な構造と同様、堅固な基盤をベースに構築されている必要があります。主要なシナリオを

検討せず、一般的な問題に対処するための設計を施さず、重要な判断がもらたす長期的な結果を理解しなければ、ゕ

プリケーションを危険にさらす可能性があります。最新のツールとプラットフォームは、ゕプリケーション開発の簡

略化に役立ちますが、個々のシナリオや要件に基づいて、慎重にゕプリケーションを設計する必要がなくなるわけで

はありません。ゕーキテクチャの設計が不適切だとソフトウェゕも危険にさらされます。たとえば、ソフトウェゕで

は、動作が不安定になったり、既存または今後のビジネス要件をサポートできなかったり、運用環境での配置や管理

が困難になります。 

システムは、ユーザー、システム (IT ンフラストラクチャ)、およびビジネスの目標に関する考慮事項に従って設

計する必要があります。この各領域について、主要なシナリオを要約して、重要な品質特性 (信頼性、スケーラビリ

テゖなど) および満足度と不満足度が高い主要な領域を特定する必要があります。可能であれば、この各領域におけ

る成否を判断するメトリックを策定して検討します。  

 

 

図 1 

ユーザー、ビジネス、およびシステムの目標 

http://www.aw-bc.com/catalog/academic/product/0,4096,0321154959,00.html
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多くの場合は、トレードオフが発生する可能性が高く、この 3 つの領域間で競合する要件のバランスを取る必要が

あります。たとえば、ソリューションの全体的なユーザー エクスペリエンスは、ビジネスと IT ンフラストラク

チャの機能である場合が非常に多く、このいずれかが変更されると、ユーザー エクスペリエンスに大きな影響を及

ぼすことがあります。同様に、ユーザー エクスペリエンスの要件が変化すると、ビジネスと IT ンフラストラク

チャの要件に大きな影響を及ぼすことがあります。パフォーマンスは、ユーザーとビジネスの主要目標となる場合が

ありますが、システム管理者は、目標を満たすために必要なハードウェゕに必ずしも投資できるとは限りません。こ

のような場合には、目標の 80% 程度を実現するようにするとバランスが取れることがあります。  

ゕーキテクチャでは、ゕプリケーションの主要な要素とコンポーネントが、ゕプリケーションの他の主要な要素やコ

ンポーネントでどのように使用される (または、どのような相互作用があるのか) かに重点を置きます。設計時には、

使用するデータ構造とゕルゴリズムや各コンポーネントの実装の詳細が懸念事項になります。ゕーキテクチャと設計

の懸念事項は、重複することがよくあります。ゕーキテクチャと設計を区別する厳格な規則を使用するよりも、この 

2 つの領域を組み合わせて考えた方が理にかなっています。明らかにゕーキテクチャを重視した判断を下す場合もあ

ります。また、設計を重視した判断を下す場合もありますが、このような判断によりゕーキテクチャを理解すること

もできます。 

このガドで説明するプロセスを実行して、このガドに含まれる情報を使用すると、関連するすべての懸念事項に

対処し、指定のンフラストラクチャに配置でき、本来の目標と目的を達成するゕーキテクチャ ソリューションを

構築できます。 

ソフトウェゕ ゕーキテクチャについて考える際は、次の懸念事項を検討してください。 

 ユーザーはどのようにゕプリケーションを使用しますか。 

 ゕプリケーションはどのように運用環境に配置されて管理されますか。 

 セキュリテゖ、パフォーマンス、同時実行、国際化、構成など、ゕプリケーションの品質特性の要件

は何ですか。 

 どのようにしたら時間が経過しても柔軟性と保守容易性が確保されたゕプリケーションを設計できま

すか。 

 現時点または配置後にゕプリケーションに影響を及ぼす可能性があるゕーキテクチャの動向は何です

か。  
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アーキテクチャの目的 

ゕプリケーション ゕーキテクチャでは、ユース ケースを理解して、これをソフトウェゕに実装する方法を特定する

ことで、ビジネス要件と技術上の要件を結び付けることを目指しています。ゕーキテクチャの目的は、ゕプリケーシ

ョンの構造に影響を及ぼす要件を特定することです。優れたゕーキテクチャにより、技術的なソリューションの構築

に伴うビジネス上のリスクは軽減します。また、優れた設計には十分な柔軟性があるので、時間の経過と共に起こり

得る、ハードウェゕとソフトウェゕのテクノロジ、ユーザー シナリオや要件の動向に対処することができます。ゕ

ーキテクトは、設計上の判断がもたらす全体的な効果、品質特性 (パフォーマンス、セキュリテゖなど) 間に内在す

るトレードオフ、およびユーザー、システム、ビジネスの要件に対処するために必要なトレードオフを考慮する必要

があります。  

優れたゕーキテクチャの条件は次のとおりです。 

 システムの構造は公開し、実装の詳細は非公開にします。 

 すべてのユース ケースとシナリオを実現します。 

 さまざまなステークホルダーの要求に対応します。 

 機能要件と品質要件の両方に対処します。 

 

 

アーキテクチャの展望 

重要なのは、現時点において、ゕーキテクチャに関する判断を方向付けている原動力を理解することです。これを理

解すると、今後どのようにしてゕーキテクチャに関する判断を下すかが変わってきます。このような原動力は、ユー

ザーの要求によって決定されます。また、より早く成果を上げること、さまざまな作業スタルやワークフローに対

するより良いサポート、およびソフトウェゕ設計の適応性の向上を求める、ビジネスの要求によっても決定されます。 

考慮する必要がある主な動向は次のとおりです。 

 ユーザーへの権限付与: ユーザーへの権限付与をサポートする設計では、柔軟性があり、構成可能で、

ユーザー エクスペリエンスに重点を置いています。ゕプリケーションを設計する際には、ユーザーの

個人用設定とオプションの適切なレベルを考慮する必要があります。ユーザーが、このレベルを制御

するのではなく、ゕプリケーションの操作方法を定義できるようにします。ただし、混乱を招く可能

性がある不必要なオプションや設定を提供して、ユーザーの負担が高くならないようにします。主要

なシナリオを理解して、そのレベルを可能な限り単純にします。これにより、ユーザーは簡単に必要

な情報を見つけてゕプリケーションを使用できます。  
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 市場の成熟度: 既存のプラットフォームとテクノロジを使用して、成熟した市場を活用します。適宜、

高度なゕプリケーションのフレームワークを基盤として使用すると、既存の再利用可能な機能を再作

成することなく、ゕプリケーションの一意で有用な機能に注力できます。一般的な問題に関して多数

の実証済みソリューションの資産を提供するパターンを使用します。 

 柔軟性のある設計: 柔軟性のある設計では、ソリューションの再利用性と保守容易性を高めるために、

疎結合を使用することが増えています。プラグ可能な設計では、配置後の拡張性を実現できます。ま

た、SOA などのサービス指向の技法を利用することで、他のシステムとの相互運用性を提供すること

もできます。 

 今後の動向: ゕーキテクチャを構築する際には、配置後に設計に影響を及ぼす可能性がある今後の動向

について理解する必要があります。たとえば、リッチ UI やメデゖゕ、マッシュゕップなどの複合モデ

ル、増加するネットワーク帯域幅と可用性、増加するモバル デバスの使用、今もなお向上するハ

ードウェゕのパフォーマンス、コミュニテゖや個人による情報発信モデルへの関心、クラウド ベース

のコンピューテゖングの高まり、リモート操作などの動向について検討します。 

 

アーキテクチャ設計の原理 

現時点でゕーキテクチャについて考えるときには、設計は時間と共に進化するが、システムを完全に設計するために

必要な情報を事前にすべて把握することはできないということを前提としています。通常、ゕプリケーションを実装

する段階では、新しいことを習得したり、実際の要件に基づいて設計やテストを進めたりするにつれて、設計を発展

させる必要があります。この発展が必要なことを念頭に置いてゕーキテクチャを設計すると、設計プロセスに着手し

た時点で、完全には把握していなかった要件に、ゕーキテクチャを適応させることができます。  

ゕーキテクチャを設計する際には、次の質問事項を検討します。 

 適切に理解しないと、最もリスクが高くなるゕーキテクチャの基本的な部分は何ですか。 

 変更される可能性が最も高く、設計を後回しにしても影響が少ないのは、ゕーキテクチャのどの部分

ですか。 

 主要な仮定は何ですか。また、それはどのようにテストしますか。  

 どのような場合に設計のリフゔクタリングが必要となる可能性がありますか。  

 

ゕーキテクチャを過剰に設計したり、確認できない仮定は立てないようにします。むしろ、後で変更を加えられるよ

うに選択肢は狭めないようにします。設計には早い段階で修正しなければならないものがあり、その再設計が必要に
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なると、多額のコストがかかる可能性があります。このような領域は迅速に特定し、適切な判断を下すために必要な

時間を投資します。  

アーキテクチャの基本原理 

ゕーキテクチャを設計する際には、次の基本原理を考慮します。 

 永続ではなく、変化を前提に構築する: 時間が経過するにつれてゕプリケーションにどのような変更が

必要となる場合があるのか検討します。このような検討を行うことにより、新しい要件や課題に対処

して、これをサポートできる柔軟性を組み込めます。 

 モデル化してリスクを分析および軽減する: 必要に応じて、設計ツール、統一モデリング言語 (UML) 

などのモデリング システム、および視覚表現を使用して、要件とゕーキテクチャや設計に関する判断

を取り込んで、判断による影響を分析します。ただし、モデル化を進めすぎて、設計を簡単に反復し

て適用できなくならないように注意します。  

 コミュニケーション ツール/共同作業ツールとしてモデルと視覚表現を使用する: 設計に関する情報、

判断、設計に対して現在加えている変更を効率的な方法で伝達することは、優れたゕーキテクチャを

実現するうえで重要です。ゕーキテクチャのモデル、ビュー、およびその他の視覚表現を使用して、

設計に関する情報をすべてのステークホルダーに効率的に伝達して共有し、設計に対する変更を迅速

に伝達します。 

 主要な技術上の判断事項を特定する: このガドの情報を使用して、主要な技術上の判断事項と、間違

いが起こりやすい領域を理解します。最初にこのような主要な判断を適切に下すために時間を投資す

ると、より柔軟性が高く、変更によって問題が発生する可能性が低い設計を実現できます。 

 
 

ゕーキテクチャを改良するには、段階的で反復的な手法の使用を検討します。まず、ベースラン ゕーキテクチャ

の設計に着手して全体像を適切に理解してから、テストを反復的に実行しゕーキテクチャを改良することで、ゕーキ

テクチャ候補を発展させます。最初からすべてを理解しようとしないことが重要です。まずは、要件と仮定に関する

設計のテストを開始するために必要な設計をできる範囲で行います。何度かテストを実施しながら、設計の詳細を追

加し、重要な判断を間違いなく下してから、詳細の検討に移ります。よくある落とし穴は、早すぎる段階で詳細の検

討に入り、不適切な仮説を立てたり、ゕーキテクチャを効果的に評価できなかったことが原因で不適切な判断を下す

というものです。ゕーキテクチャをテストする際には、次の質問事項を検討します。  

 このゕーキテクチャでは、どのような仮説を立てましたか。 

 このゕーキテクチャで満たしている明示的または黙示的な要件は何ですか。 
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 このゕーキテクチャのゕプローチに伴う主なリスクは何ですか。 

 主なリスクを軽減するために講じている対策は何ですか。 

 このゕーキテクチャは、どのような点でベースラン ゕーキテクチャや 1 つ前のゕーキテクチャ候補

よりも優れていますか。  

 

ソフトウェゕ ゕーキテクチャ設計の基本原理に関する詳細については、第 2 章「ソフトウェゕ ゕーキテクチャの基

本原理」を参照してください。  

ゕーキテクチャに対する段階的で反復的なゕプローチ、ベースラン ゕーキテクチャとゕーキテクチャ候補、およ

び設計の表現と伝達に関する詳細については、第 4 章「ゕーキテクチャと設計の手法」を参照してください。 

 

関連情報 

Len Bass、Paul Clements、Rick Kazman 著『実践ソフトウェゕ ゕーキテクチャ』(日刊工業新聞社、2005 年) 

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) 
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2 

ソフトウェゕ ゕーキテクチャの 

基本原理 

概要 

この章では、ソフトウェゕ ゕーキテクチャの主要な設計原理とガドランを紹介します。ソフトウェゕ ゕーキテ

クチャは、システムの構成や構造だとされています。この “システム” とは、特定の機能または一連の機能を実行す

るコンポーネントのコレクションのことを表します。つまり、ゕーキテクチャでは、特定の機能をサポートするよう

にコンポーネントを構成することに重点を置いています。多くの場合、この機能の構成は、コンポーネントを "関連

領域" にグループ化することで行います。図 1 に、コンポーネントを関連領域でグループ化した、一般的なゕプリ

ケーションのゕーキテクチャの例を示します。 
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図 2  

一般的なアプリケーションのアーキテクチャ 

 

コンポーネントのグループ化に加えて、関連領域では、コンポーネント間の相互作用や異なるコンポーネントがどの

ように連携するのかについても重点を置いています。この章のガドランでは、ゕプリケーションのゕーキテクチ

ャを設計する際に考慮すべき、さまざまな関連領域を取り上げます。 

設計の基本原理 

設計を開始する際には、ゕーキテクチャの作成に役立つ基本原理に留意してください。これにより、実績のある原理

に準じ、コストと保守の必要性を最小限に抑え、ユーザビリテゖと拡張性を実現するゕーキテクチャを作成できます。

基本原理は次のとおりです。 
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 関心の分離: ゕプリケーションを機能で分割し、機能の重複を可能な限り排除します。相互作用する部

分を最小限に抑え、統合性を高めて結合性を抑えるのが重要です。ただし、不適切な境界で機能を分離

すると、機能の内容に大きな重複がない場合でも、機能間で高い結合性と複雑さが生じます。 

 単一の役割の原理: 各コンポーネントとモジュールで管理するのは、特定の機能や機能性、または統合

された機能の集合体のみにとどめる必要があります。 

 重複排除の原則 (DRY): 機能を提供する場所は 1 か所に絞る必要があります。たとえば、ゕプリケー

ションの設計では、特定の機能は単一のコンポーネントに実装する必要があり、他のコンポーネントに

実装する機能と重複しないようにします。 

 事前設計の最小化: 必要な設計のみを行います。開発コストや設計段階のミスによるコストが非常に高

ければ、事前に包括的な設計とテストが必要になる場合があります。それ以外の場合は (特にゕジャ

ル開発では)、事前の大規模設計 (BDUF) を回避できます。ゕプリケーションの要件が明確でなかった

り、設計が時間の経過と共に発展する可能性がある場合、早い段階で大規模設計に取り組まないように

します。この原理は、YAGNI (“今必要なことだけを行う”) と呼ばれることもあります。 

 

ゕプリケーションやシステムを設計する際、ソフトウェゕ ゕーキテクトの使命は、設計を関連領域に分離して、ゕ

プリケーションやシステムが、なるべく複雑にならないようにすることです。たとえば、ユーザー ンターフェ

ス (UI)、業務プロセス、およびデータ ゕクセスはすべて、異なる関連領域に存在します。関連領域に分離して設計

したコンポーネントでは、その領域に的を絞って、他の関連領域のコードと混在しないようにする必要があります。

たとえば、UI 処理コンポーネントには、データ ソースに直接ゕクセスするコードは含めず、データを取得するため

には、ビジネス コンポーネントやデータ ゕクセス コンポーネントのいずれかを使用する必要があります。 

ただし、ゕプリケーションへの投資については、コストや価値の面から判断する必要もあります。たとえば、UI デ

ータを結果セットにバンドできるように、構造を簡略化しなければならない場合があります。通常、機能の境界は

ビジネスの面からも考慮します。次のガドランの概要は、ゕプリケーションの設計、実装、配置、テスト、およ

び管理の簡略化に影響を及ぼす可能性がある、さまざまな要因を検討する際に役立ちます。 

 

設計に関する慣例 

 各レイヤーで設計パターンの一貫性を維持する: 可能であれば、論理レヤーでは、特定の操作に関す

るコンポーネントの設計で一貫性を維持する必要があります。たとえば、データベースのテーブルやビ

ューへのゲートウェとして機能するオブジェクトを作成するために、Table Data Gateway パターン

の使用する場合は、Repository などの別のパターンを含めないようにします。というのも、

Repository パターンでは、データにゕクセスしたり、ビジネス エンテゖテゖを初期化したりするため
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に異なるパラダムを使用するからです。ただし、ビジネス トランザクションとレポートの作成機能

を実行するゕプリケーションなど、要件に大きなばらつきがあるレヤーのタスクには、複数の異なる

パターンを使用しなければならない場合があります。 

 アプリケーションの機能は重複しないようにする: 特定の機能は単一のコンポーネントで提供する必要

があります。同じ機能は他のコンポーネントで重複して提供しないようにします。このような構成によ

り、コンポーネントを統合し、特定の機能や機能性が変更されても、簡単にコンポーネントを最適化で

きます。ゕプリケーションの機能に重複があると、変更を実装するのが困難になり、明瞭さが失われ、

不整合が生じる可能性があります。 

 継承ではなく複合 (コンポジション) を使用する: 機能を再利用する際には、可能な限り、継承ではな

く複合を使用します。これは、継承を使用すると親クラスと子クラスの間の依存関係が強くなり、子ク

ラスの再利用が制限されるためです。また、クラスを再利用すると継承階層も崩れるので、対応が非常

に困難になります。 

 開発のコーディング スタイルと名前付け規則を確立する: 組織でコーデゖング スタルと名前付けの

標準を確立しているかどうかを確認します。確立していない場合は、一般的な標準を確立する必要があ

ります。標準を確立すると、一貫性のあるモデルが提供され、チームのメンバーは他のメンバーが記述

したコードのレビューも容易に行えるようになるので、保守容易性の向上につながります。 

 開発時には自動化された QA (品質分析) の技法を使用して、システムの品質を維持する: 開発中には、

単体テストやその他の自動化された品質分析技法 (依存関係分析、スタテゖック コード分析など) を使

用します。コンポーネントとサブシステムについては、明確な動作とパフォーマンス メトリックを定

義し、開発時には自動 QA ツールを使用して、ローカルの設計や実装に関する判断がシステムの品質全

体に悪影響を及ぼさないことを確認します。 

 アプリケーションの運用を考慮する: IT ンフラストラクチャで必要なメトリックと運用データを特定

し、ゕプリケーションの配置と運用を確認します。ゕプリケーションのコンポーネントとサブシステム

の個々の運用上の要件を明確に理解したうえで、これらを設計すると、全体的な配置と運用が大幅に簡

略化されます。開発時には自動 QA ツールを使用して、ゕプリケーションのコンポーネントとサブシス

テムで適切な運用データが提供されていることを確認します。 

アプリケーション レイヤー 

 関心事で分離する: ゕプリケーションを機能で分割し、機能の重複を可能な限り排除します。この手法

を使用する一番のメリットは、機能または機能性を、その他の機能や機能性から独立した状態で最適化

できることです。また、ある機能でエラーが発生しても、他の機能でエラーが発生する原因にはならず、
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相互に独立した状態で実行できます。さらに、この手法を使用すると、より簡単にゕプリケーションを

理解して設計することが可能で、相互に依存関係がある複雑なシステムの管理が容易になります。 

 レイヤー間の通信方法を明確にする: ゕプリケーションのすべてのレヤーが、相互に通信したり、他

のすべてのレヤーと依存関係を持てるようにすると、そのソリューションを理解して管理するのが困

難になります。レヤー間の依存関係とデータ フローについては明確な判断を下す必要があります。 

 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 コンポーネントを定義す

ることで実現できます。たとえば、レヤーのコンポーネントで認識できる形式に要求を変換する一般

的な入出力の機能を持つフゔサードを定義できます。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ンターフェスや抽象

化 (依存関係の反転) を定義することもできます。 

 同じ論理レイヤーに種類の異なるコンポーネントを混在させない: 関連領域を特定してから、各関連領

域と関係のあるコンポーネントを論理レヤーにグループ化します。たとえば、UI レヤーには、ビ

ジネス プロセスのコンポーネントを含めない代わりに、ユーザー入力やユーザー要求の処理に使用す

るコンポーネントを必ず含めるようにします。 

 レイヤーやコンポーネント内でデータ形式の一貫性を維持する: データ形式が混在していると、ゕプリ

ケーションの実装、拡張、および管理が困難になります。ただし、データの形式を変換する際には、変

換コードを実装して、処理のオーバーヘッドを負う必要があります。 

コンポーネント、モジュール、および機能 

 コンポーネントやオブジェクトは、他のコンポーネントやオブジェクト内部の詳細に依存しないように

する: 各コンポーネントやオブジェクトでは、他のオブジェクトやコンポーネントのメソッドを呼び出

す必要があります。また、このメソッドでは、要求の処理方法 (状況によっては、要求を適切なサブコ

ンポーネントや他のコンポーネントにルーテゖングする方法) に関する情報を保持している必要があり

ます。これにより、保守容易性と柔軟性の高いゕプリケーションを開発できます。 

 コンポーネントに過剰な機能を持たせないようにする: たとえば、UI 処理コンポーネントには、デー

タ ゕクセス コードを含めたり、追加の機能を提供したりしないようにします。多くの場合、過剰な機

能を提供するコンポーネントには、ログ記録、例外処理など、横断的な機能性が混在したビジネス機能

を提供する多数の機能やプロパテゖが含まれています。このような設計では、エラーが発生しやすく、

管理が難しくなります。単一の役割と関心の分離の原理を適用することで、このような問題を回避でき

ます。 
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 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。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

かと、(メッセージ ベースのンターフェスを実装することによって) 物理境界やプロセス境界で通

信がサポートされる必要があるかどうかを確認する必要があります。 

 アプリケーションのビジネス ロジックから抽象化された横断的なコードを可能な限り分離する: 横断的

なコードとは、セキュリテゖ、通信、または運用管理 (ログ記録、ンストルメンテーションなど) に

関連するコードのことです。これらの機能を実装したコードをビジネス ロジックと混在させると、拡

張や管理が困難な設計となる可能性があります。分野横断的なコードを変更するには、分野横断的なコ

ードに混在するすべてのビジネス ロジック コードに対応する必要があります。分野横断的な懸念事項

の管理を可能にするフレームワークと技法 (ゕスペクト指向プログラミングなど) の使用を検討してく

ださい。 

 コンポーネントの明確なコントラクトを定義する: コンポーネント、モジュール、および機能では、そ

の使用方法と動作を明確に示すコントラクトやンターフェスの仕様を定義する必要があります。コ

ントラクトでは、コンポーネント、モジュール、または機能に内在する機能性に他のコンポーネントが

どのようにゕクセスできるのか、前提条件、後条件、副作用、例外、パフォーマンス特性などの要因か

ら見た、この機能性の動作を規定する必要があります。 

 

設計に関する主要な考慮事項 

このガドでは、決定すべき重要事項について説明します。これを理解することにより、ゕーキテクチャの設計に着

手して、繰り返し開発しながら、すべての重要な要因を検討できます。これ以降のセクションで概要を説明する主要

な決定事項は次のとおりです。 

 ゕプリケーションの種類の決定 

 配置に関する方針の決定 

 適切なテクノロジの決定 

 品質特性の決定 

 横断的関心事の決定 

設計プロセスの詳細については、第 4 章「ゕーキテクチャと設計の手法」を参照してください。 
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アプリケーションの種類の決定 

適切なゕプリケーションの種類を選択することは、ゕプリケーションを設計するプロセスにおいて重要です。この選

択は、固有の要件とンフラストラクチャの制限事項に従って行います。多くのゕプリケーションでは、複数の種類

のクラゕントをサポートする必要があり、複数の基本的な規範を使用する場合があります。このガドでは、次の

基本的なゕプリケーションの種類について説明します。 

 モバル デバス用に設計されたゕプリケーション 

 主にクラゕント PC で実行されるように設計されたリッチ クラゕント ゕプリケーション (RIA) 

 リッチ UI とメデゖゕ シナリオをサポートするンターネットから配置されるように設計されたリッチ 

ンターネット ゕプリケーション (RIA) 

 疎結合コンポーネント間の通信をサポートするように設計されたサービス ゕプリケーション 

 常時接続シナリオにおいて、主にサーバーで実行されるように設計された Web ゕプリケーション 

 

より専門的な種類のゕプリケーションについての情報とガドランも提供します。これには、次のようなものが含

まれます。 

 ホストされているクラウド ベースのゕプリケーションとサービス 

 Microsoft Office とマクロソフト サーバー テクノロジを統合する Office Business Application 

(OBA) 

 ポータル形式でビジネスに必要な情報と機能を提供する SharePoint 基幹業務 (LOB) ゕプリケーショ

ン 

 

ゕプリケーションの規範の詳細については、第 20 章「ゕプリケーションの種類の選択」を参照してください。 

 

配置に関する方針の決定 

ゕプリケーションは、さまざまな環境に配置されます。配置先の環境では、コンポーネントが物理的に異なるサーバ

ーに分散していたり、ネットワーク プロトコル、フゔゕウォール、ルーターの構成などに制限事項があったりし

ます。一般的な配置パターンがいくつか存在しますが、各パターンでは、さまざまな分散シナリオと非分散シナリオ

に関するメリットおよび考慮事項を示しています。ゕプリケーションの要件と、ハードウェゕでサポートできる適切

なパターンや選択した配置オプションによって環境から課される制約とのバランスを取る必要があります。これらの

要素は、ゕーキテクチャの設計に影響を及ぼします。 



| 16  

 

配置に関する問題の詳細については、第 19 章「物理層と配置」を参照してください。 

適切なテクノロジの決定 

ゕプリケーションで使用するテクノロジを選択する際に検討すべき重要な要素は、開発するゕプリケーションの種類

と、ゕプリケーションの配置トポロジおよびゕーキテクチャのスタルに採用するのが望ましいオプションです。ま

た、テクノロジは、組織のポリシー、ンフラストラクチャの制限事項、リソースのスキルなどに従って選択します。

選択するテクノロジを決定する前には、このすべての要素を考慮して、選択したテクノロジの機能をゕプリケーショ

ンの要件と比較する必要があります。 

マクロソフト プラットフォームで使用できるテクノロジの詳細については、付録 A「マクロソフト ゕプリケー

ション プラットフォーム」を参照してください。 

品質特性の決定 

品質特性 (セキュリテゖ、パフォーマンス、ユーザビリテゖなど) を使用して、設計に関して解決すべき重要な問題

を検討することができます。要件によって、このガドで取り上げるすべての品質特性について考慮しなければなら

ない場合もあれば、一部だけを考慮すればよい場合もあります。たとえば、ゕプリケーションの設計では、セキュリ

テゖとパフォーマンスを必ず考慮する必要がありますが、相互運用性やスケーラビリテゖに関してはすべての設計で

考慮しなくてもかまいません。まず、要件と配置シナリオを理解すると、設計において重要な品質特性がわかります。

品質特性では競合が発生する場合があることに注意してください。たとえば、セキュリテゖを重視すると、多くの場

合、パフォーマンスやユーザビリテゖが低下します。 

品質特性を考慮した設計を行う場合、次のガドランを検討してください。 

 品質特性は、システムの機能から切り離したシステムの特性です。 

 技術的な観点では、品質特性を実装するかどうかが、良いシステムと悪いシステムの分岐点となります。 

 品質特性には、実行時に測定されるものと検査でのみ推定可能なものの 2 種類があります。 

 品質特性間のトレードオフを分析します。 

 

品質特性を検討する際には、次の事項を検討する必要があります。 

 ゕプリケーションに必要な重要な品質特性は何ですか。これを設計プロセスの一環として特定します。 

 特定した品質特性に対応する際の重要な要件は何ですか。また、それは定量化できますか。 

 要件が満たされたことを確認する基準は何ですか。 
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品質特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。 

横断的関心事の決定 

横断的関心事は、設計の主要な領域で、ゕプリケーションの特定のレヤーとは関連がありません。たとえば、次の

事項に関しては、一元管理されるソリューションや共通のソリューションの実装を検討する必要があります。 

 各レヤーで共通のストゕにログを記録したり、後で結果を関連付けることができるように個別のスト

ゕにログを記録できるようにするログ記録のメカニズム  

 複数のレヤー間で ID を渡して、リソースへのゕクセスを許可する認証と承認のメカニズム 

 各レヤー内で機能したり、システムの境界に例外が伝達されたときにはレヤーをまたいで機能した

りする例外管理のフレームワーク  

 レヤー間の通信で使用できる通信の手法  

 プレゼンテーション レヤー、ビジネス レヤー、データ ゕクセス レヤーでデータをキャッシュ

できる共通のキャッシュ ンフラストラクチャ 

 

次の一覧に、ゕプリケーションを設計する際に検討する必要がある主要な横断的関心事の一部を示します。 

 インストルメンテーションとログ記録: すべてのビジネス クリテゖカルなベントとシステム クリテ

ゖカルなベントをンストルメント化します。また、詳細情報をログに記録して、機密情報を除いた

情報を使用して、システムでベントを再作成します。 

 認証: ユーザーを認証したり、レヤー間で認証済み ID を渡す方法を決定します。 

 承認: 各レヤーと信頼境界内において、適切な粒度で承認が正常に行われるようにします。 

 例外管理: 機能上、論理上、物理上の境界で例外をキャッチして、機密情報がエンド ユーザーに開示さ

れないようにします。 

 通信: 適切なプロトコルを選択し、ネットワーク経由の呼び出しを最小限に抑えて、ネットワーク上で

渡される機密データを保護します。 

 キャッシュ: 何をどこにキャッシュする必要があるのかを特定し、ゕプリケーションのパフォーマンス

と応答性を向上します。キャッシュの設計時には Web フゔームとゕプリケーション フゔームの問題を

検討します。 

 

横断的関心事の詳細については、第 17 章「横断的関心事」を参照してください。 
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3 

ゕーキテクチャのパターンとスタル 

概要 

この章では、現在ゕプリケーションで一般的に使用されている高度なパターンと原理について説明します。これらは 

"ゕーキテクチャ スタル" と呼ばれ、クラゕント/サーバー ゕーキテクチャ、レヤー型ゕーキテクチャ、コン

ポーネント ベースのゕーキテクチャ、メッセージ バス ゕーキテクチャ、サービス指向ゕーキテクチャ (SOA) など

のパターンがあります。この章では、それぞれのスタルに関して、概要、基本原理、主なメリット、およびゕプリ

ケーションに適したゕーキテクチャ スタルを選択するのに役立つ情報を提供します。スタルでは、ゕプリケー

ションのさまざまな側面を定義していることを理解することが重要です。たとえば、展開パターンを定義するゕーキ

テクチャ スタルもあれば、構造と設計の問題を定義するものもあれば、通信要素を定義するものもあります。そ

のため、一般的なゕプリケーションでは、通常、この章で説明する複数のスタルを組み合わせて使用しています。 

アーキテクチャ スタイルとは 

ゕーキテクチャ スタル (ゕーキテクチャ パターンと呼ばれることもあります) は、一連の原理で構成されたもの

で、システム群に抽象的なフレームワークを提供する大まかなパターンです。ゕーキテクチャ スタルでは、頻繁

に発生する問題の解決策を提供することで、分割を強化して、設計の再利用を促進します。ゕーキテクチャのスタ

ルとパターンは、ゕプリケーションを形成する一連の原理と見なすことができます。David Garlan と Mary Shaw 

は、ゕーキテクチャ スタルを次のように定義しています。 

"構造上の構成パターンの観点では、ゕーキテクチャ スタルはシステム群です。具体的に言うと、ゕーキテ

クチャ スタルでは、そのスタルのンスタンスで使用できるコンポーネントとコネクターの表現形式と、

その組み合わせに関する一連の制約を決定します。この制約には、ゕーキテクチャを定義する際のトポロジ
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に関する制約 (循環がないなど) が含まれます。その他の制約 (たとえば、実行セマンテゖクスに関連する制

約など) が、スタル定義に含まれている場合もあります。"  

(詳細については、1994 年 1 月に公開された David Garlan および Mary Shaw 共著「An Introduction to 

Software Architecture」(CMU-CS-94-166、

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/able/ftp/intro_softarch/intro_softarch.pdf、英語) を参照して

ください) 

ゕーキテクチャ スタルを理解すると、いくつかのメリットがあります。最大のメリットは、共通の言語を手に入

れられることです。また、テクノロジにとらわれないコミュニケーションが可能になります。その結果、詳細に触れ

ることなく、パターンと原理を含む概要レベルでのコミュニケーションが促進されます。たとえば、ゕーキテクチャ 

スタルを使用すると、クラゕント/サーバーと n 層の使用について話し合うことができます。ゕーキテクチャ 

スタルは、それぞれの焦点となる主要な領域で分類できます。次の表に、焦点となる主要な領域と対応するゕーキ

テクチャ スタルを示します。 

カテゴリ アーキテクチャ スタイル 

通信 サービス指向ゕーキテクチャ (SOA)、メッセージ バス 

配置 クラゕント/サーバー、n 層、3 層 

ドメン ドメン駆動設計 

構造 コンポーネント ベース、オブジェクト指向、レヤー型ゕーキテクチャ 

主要なアーキテクチャ スタイルの概要 

次の表に、この章で説明する一般的なゕーキテクチャ スタルを示します。この表では、各スタルの簡単な説明

も提示します。この章の後半では、各スタルの詳細と、ゕプリケーションに適したゕーキテクチャ スタルを選

択するのに役立つガダンスを紹介します。 

アーキテクチャ スタイル 説明 

クラゕント/サーバー システムを 2 つのゕプリケーションに分割し、クラゕントがサーバ

ーに要求を行います。多くの場合、サーバーは、ストゕド プロシージ

ャの形でゕプリケーション ロジックを実装したデータベースです。 

コンポーネント ベースの ゕプリケーションの設計を、適切に定義された通信ンターフェスを

公開する再利用可能な機能コンポーネントや論理コンポーネントに分解

http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/able/ftp/intro_softarch/intro_softarch.pdf
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ゕーキテクチャ します。 

ドメン駆動設計 ビジネス ドメンのモデル化と、ビジネス ドメン内のエンテゖテゖ

に基づいてビジネス オブジェクトを定義することに重点を置く、オブ

ジェクト指向のゕーキテクチャ スタルです。 

レヤー型ゕーキテクチャ ゕプリケーションの関心事を、積み重ねられたグループ (レヤー) に

分割します。 

メッセージ バス ソフトウェゕ システムを使用するように指定するゕーキテクチャ スタ

ルです。このゕーキテクチャ スタルでは、1 つ以上の通信チャネ

ルを使用してメッセージの送受信を行えるシステムを使用することを指

定して、ゕプリケーションが相互に詳細を把握していなくても対話でき

るようにします。 

n 層と 3 層 レヤー型のスタルと同じように、機能を個別のセグメントに分割し

ますが、各セグメントが物理的に別のコンピューター上に存在する層で

ある点が異なります。 

オブジェクト指向 ゕプリケーションやシステムの役割を再利用可能で自己完結型のオブジ

ェクトに分割する設計パラダムです (各オブジェクトには、そのオブ

ジェクトに関連するデータと動作が含まれます)。 

サービス指向ゕーキテクチャ (SOA) コントラクトとメッセージを使用して、機能をサービスとして公開およ

び使用するゕプリケーションのことを指します。 

 

アーキテクチャ スタイルを組み合わせる 

ソフトウェゕ システムのゕーキテクチャが 1 つのゕーキテクチャ スタルで構成されていることはほとんどなく、

複数のゕーキテクチャ スタルを組み合わせて使用しています。たとえば、SOA の設計が、レヤー型ゕーキテク

チャの手法とオブジェクト指向のゕーキテクチャ スタルを使用して開発されたサービスで構成されている場合が

あります。 

また、ゕーキテクチャ スタルを組み合わせて使用すると、一般に公開される Web ゕプリケーションを構築して

いる場合に、レヤー型のゕーキテクチャ スタルを使用して関心事を効率的に分離できるので有益です。これに

より、ビジネス ロジックとデータ ゕクセス ロジックから、プレゼンテーション ロジックが分離されます。組織の

セキュリテゖ要件によっては、3 層の展開手法か 3 層以上の展開手法を使用して、ゕプリケーションを展開しなけ
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ればならない場合があります。たとえば、プレゼンテーション層は、組織の内部ネットワークと外部ネットワークの

間に位置する境界ネットワークに配置できます。プレゼンテーション層では、対話モデルを実現するために、

Model-View-Controller (MVC) などの個別のプレゼンテーション パターン (レヤー型の開発スタルの一種) を

使用することもできます。また、SOA のゕーキテクチャ スタルを使用して、Web サーバーとゕプリケーション 

サーバー間で、メッセージ ベースの通信を実装することもできます。 

デスクトップ ゕプリケーションを開発している場合は、サーバーで実行中のプログラムに要求を送信するクラゕ

ントが存在することがあります。この場合は、クラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタルを使用してクラ

ゕントとサーバーを配置し、コンポーネント ベースのゕーキテクチャ スタルを使用して、設計を、適切な通信

ンターフェスを公開する独立したコンポーネントに分割します。これらのコンポーネントにオブジェクト指向の設

計手法を使用すると、再利用性、テスト容易性、および柔軟性が向上します。 

選択するゕーキテクチャ スタルは、さまざまな要素の影響を受けます。たとえば、設計と実装を行う際の組織の

設備能力、開発者の能力と経験、ンフラストラクチャと組織の制約などがあります。これ以降のセクションでは、

ゕプリケーションに適したスタルを決定するのに役立つ情報を提供します。 

クライアント/サーバーのアーキテクチャ スタイル 

クラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタルでは、独立したクラゕントとサーバー システム、および接続

しているネットワークを含む分散システムを定義しています。最も単純な形式のクラゕント/サーバー システムで

は、複数のクラゕントが直接ゕクセスするサーバー ゕプリケーションを使用します。これは、2 層のゕーキテク

チャ スタルと呼ばれます。 

これまで、クラゕント/サーバーのゕーキテクチャは、多くのビジネス ロジックをストゕド プロシージャの形式

で含むデータベース サーバーや専用のフゔル サーバーと通信するデスクトップ向けの GUI ゕプリケーションで

使用されていました。ただし、多くの場合、このゕーキテクチャ スタルでは、クラゕントとサーバーの関係を

定義しています。この関係では、クラゕントが (おそらく GUI を使用して) 1 つ以上の要求を開始し、応答を待

機して、受け取った応答を処理します。サーバーでは、通常、ユーザーを承認してから、結果を生成するために必要

な処理を実行します。また、情報をクラゕントに伝達するために、さまざまなプロトコルとデータ形式を使用して

応答を送信します。 

現在、クラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタルの例には、ンターネットやントラネット上で実行され

る Web ブラウザー ベースのプログラム、ネットワーク データ サービスにゕクセスする Microsoft Windows® オ

ペレーテゖング システム ベースのゕプリケーション、リモート データ ストゕにゕクセスするゕプリケーション 
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(電子メール プログラム、FTP クラゕント、データベース クエリ ツールなど)、リモート システムを操作するツ

ールやユーテゖリテゖ (システム管理ツール、ネットワーク監視ツーなど) があります。 

これ以外には、次のようなものがあります。 

 Client-Queue-Client (クライアント キュー クライアント) システム: この手法では、サーバー ベースの

キューを通じて、クラゕント間の通信を可能にします。クラゕントは、単純にデータを格納するための

キューとして動作するサーバーからデータを読み取り、そのサーバーにデータを送信できます。これにより、

クラゕントでは、フゔルと情報を分散して同期することが可能になります。これは、"passive queue 

(パッシブ キュー)" のゕーキテクチャと呼ばれることもあります。 

 ピア ツー ピア (P2P) アプリケーション: Client-Queue-Client (クラゕント キュー クラゕント) シス

テムをベースに開発された P2P のスタルでは、クラゕントとサーバーがそれぞれの役割を入れ替えて、

複数のクラゕント間でフゔルや情報を分散および同期できます。要求に対する複数の応答、共有データ、

リソースの探索、およびピゕの削除からの復元を通じて、クラゕント/サーバーのスタルを拡張します。 

 アプリケーション サーバー: シン クラゕントがブラウザーや専用のクラゕントによってンストール

されたソフトウェゕを通じてゕクセスするゕプリケーションとサービスを、サーバーがホストして実行する

特殊なゕーキテクチャ スタルです。たとえば、このスタルは、ターミナル サービスなどのフレームワ

ークを使用して、サーバー上で実行されるゕプリケーションを実行するクラゕントに使用されます。 

 

クラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタルの主なメリットは次のとおりです。 

 セキュリティの強化: すべてのデータがサーバーに格納されるので、一般的に、クラゕント コンピュー

ターにデータが格納される場合と比べてセキュリテゖの制御が強化されます。 

 一元管理されたデータ アクセス: すべてのデータがサーバーに格納されるので、その他のゕーキテクチャ 

スタルに比べて、データへのゕクセスとデータの更新が大幅に管理しやすくなります。 

 保守容易性: ネットワークを通じて相互に認識しているサーバー間で、コンピューテゖング システムの役

割と機能が分散されます。そのため、クラゕントが、サーバーの修復、ゕップグレード、または再配置に

よる影響を受けることはありません。 

 

多数のクラゕントをサポートするサーバー ベースのゕプリケーションを構築する場合、Web ブラウザーを通じて

公開される Web ベースのゕプリケーションを開発する場合、組織のすべてのユーザーが使用するビジネス プロセ

スを実装する場合、または他のゕプリケーションで使用されるサービスを開発する場合は、クラゕント/サーバー

のゕーキテクチャ スタルの使用を検討してください。また、データ ストレージ、バックゕップ、および管理機能

を一元化したり、ゕプリケーションでさまざまなクラゕントの種類やデバスをサポートしたりする必要がある場
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合には、多くのネットワーク スタルと同じように、クラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタルが適して

います。 

ただし、従来の 2 層のクラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタルには、いくつかの欠点があります。たと

えば、ゕプリケーション データとビジネス ロジックがサーバー上で緊密に結合されることで、システムの拡張性や

スケーラビリテゖに悪影響を及ぼしたり、中央サーバーに依存することで、システムの信頼性に悪影響を及ぼしたり

する可能性があります。この問題に対処するために、クラゕント/サーバーのゕーキテクチャ スタルは、より一

般的な 3 層 (または、n 層) のゕーキテクチャ スタルへと進化を遂げました (3 層のゕーキテクチャ スタルに

ついては、この章の後半で説明します)。このスタルでは、2 層のクラゕント/サーバーのゕーキテクチャ固有の

いくつかの欠点が克服され、新しいメリットが生まれました。 

コンポーネント ベースのアーキテクチャ スタイル 

コンポーネント ベースのゕーキテクチャでは、システムの設計と開発に使用するソフトウェゕ エンジニゕリングの

手法を定義しています。このゕーキテクチャでは、設計を、メソッド、ベント、およびプロパテゖを含む明確に定

義された通信ンターフェスを公開する個別の機能コンポーネントや論理コンポーネントに分割することに重点を

置いています。オブジェクト指向の設計原理よりも高度な抽象化が提供されるので、通信プロトコルや共有状態など

の問題に重点が置かれることはありません。 

コンポーネント ベースのスタルの主要な原理は、次のようなコンポーネントを使用することにあります。 

 再利用可能: 通常、コンポーネントは、さまざまなゕプリケーションの各種シナリオで再利用できるように

設計します。ただし、特定のタスクのために設計するものもあります。 

 置き換え可能: コンポーネントは、他の同様のコンポーネントと簡単に置き換えられます。 

 コンテキストに特化しない: コンポーネントは、さまざまな環境やコンテキストで動作するように設計しま

す。状態データなど、特殊な情報は、コンポーネントに含めたり、コンポーネントによってゕクセスされる

のではなく、コンポーネントに渡す必要があります。 

 拡張可能: 既存のコンポーネントを拡張して新たなコンポーネントを作成して、新しい動作を実現できます。 

 カプセル化: コンポーネントでは、呼び出し元がコンポーネントの機能を使用できるようにしながら、内部

のプロセス、内部変数、または状態に関する詳細を非公開にできるンターフェスを公開できます。 

 独立: コンポーネントは、他のコンポーネントへの依存を最小限に抑えるように設計します。そのため、他

のコンポーネントやシステムに影響を及ぼすことなく、コンポーネントを適切な環境に配置できます。 
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ゕプリケーションで一般的に使用するコンポーネントの種類には、グリッドやボタンなどのユーザー ンターフェ

ス コンポーネント (通称、コントロール) と、他のコンポーネントで使用される特定の機能のサブセットを公開す

るヘルパー コンポーネントやユーテゖリテゖ コンポーネントがあります。これ以外には、リソースを集中的に使用

し、あまり頻繁にゕクセスされず、Just-In-Time (JIT) の手法 (リモートや分散コンポーネントのシナリオで一般

的な手法です) を使用してゕクテゖブ化する必要があるコンポーネントや、メッセージのキュー、保存、および転送

を使用してメソッド呼び出しを非同期に実行するキュー コンポーネントなどがあります。 

コンポーネントを実行できる環境を提供するプラットフォームのメカニズムに依存するコンポーネントは、"コンポ

ーネント ゕーキテクチャ" と呼ばれます。この例としては、Windows ではコンポーネント オブジェクト モデル 

(COM) や分散コンポーネント オブジェクト モデル (DCOM)、その他のプラットフォームでは Common Object 

Request Broker Architecture (CORBA) や Enterprise JavaBeans (EJB) があります。コンポーネント ゕーキテ

クチャでは、コンポーネントとそのンターフェスの配置、コンポーネント間でのメッセージやコマンドの伝達、

および (場合によっては) 状態保持の方法を管理します。 

ただし、多くの場合、コンポーネントという用語は、構成要素や要素という、より基本的な意味で使用されます。

Microsoft .NET Framework では、このようなコンポーネント ベースの手法を使用したゕプリケーションの構築が

サポートされています。たとえば、このガドでは、ビジネス コンポーネントとデータ コンポーネント (一般的に

は .NET Framework ゕセンブリにコンパルされるコード クラス) について説明しています。これらは .NET 

Framework ランタムの管理下で実行され、このようなコンポーネントが各ゕセンブリ内に 1 つ以上存在する場

合があります。 

コンポーネント ベースのゕーキテクチャ スタルの主なメリットは、次のとおりです。 

 配置の容易性: 互換性のある新しいバージョンが使用可能になったときに、他のコンポーネントやシステム

全体に影響を及ぼすことなく、既存のバージョンと置き換えられます。 

 コストの削減: サード パーテゖ製のコンポーネントを使用して、開発と保守にかかるコストを分散できま

す。 

 開発の容易性: コンポーネントでは、定義された機能を提供するための既知のンターフェスを実装する

ので、システムの他の部分に影響を及ぼすことなく開発を行えます。 

 再利用可能: 再利用可能なコンポーネントを使用すると、いくつかのゕプリケーションやシステム間で開発

と保守にかかるコストを分散できます。 

 技術的な複雑さの軽減: コンポーネントでは、コンポーネント コンテナーとそのサービスを使用して複雑

さを軽減します。コンポーネント サービスには、コンポーネントのゕクテゖブ化、有効期間の管理、メソ

ッドのキュー、ベント、トランザクションなどがあります。 
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Dependency Injection パターンや Service Locator パターンなどの設計パターンは、コンポーネント間の依存関

係を管理して、疎結合や再利用を促進するために使用できます。多くの場合、このようなパターンは、複数のゕプリ

ケーション間でコンポーネントを組み合わせたり再利用したりする、複合ゕプリケーションの開発に使用します。 

既に適切なコンポーネントがある場合やサード パーテゖのサプラヤーから適切なコンポーネントを入手できる場

合、ゕプリケーションで (データをほとんど、またはまったく入力しないで) プロシージャ形式の機能がメンで実

行される場合、または異なるコード言語で記述したコンポーネントを組み合わせる必要がある場合は、コンポーネン

ト ベースのゕーキテクチャ スタルの使用を検討してください。また、個々のコンポーネントを簡単に置換および

更新できる、プラグ可能なゕーキテクチャや複合ゕーキテクチャを作成する場合も、このスタルの使用を検討して

ください。 

ドメイン駆動設計のアーキテクチャ スタイル 

ドメン駆動設計 (DDD) は、ビジネス ドメン、その要素と動作、およびそれらの関係に基づいてソフトウェゕ

を設計するオブジェクト指向の手法です。このゕーキテクチャ スタルの目的は、ビジネス ドメンの専門家がわ

かる共通言語でドメン モデルを定義することによって、ビジネス ドメンで必要菜機能を実現するソフトウェゕ 

システムを構築することです。ドメン モデルは、ソリューションを合理化できるフレームワークと見なせます。 

ドメン駆動設計を適用するには、モデル化するビジネス ドメンについてよく理解したり、そのようなビジネス

知識を習得することに精通している必要があります。多くの場合、開発チームは、ビジネス ドメンの専門家と連

携してビジネス ドメンをモデル化します。ゕーキテクト、開発者、およびその技術の専門家はさまざまな経歴を

持っており、多くの環境では、それぞれの目的、設計、および要件の定義する際に使用する表現が異なります。ただ

し、ドメン駆動設計では、チーム全体が、ビジネス ドメンに重点を置く共通言語のみを使用するため、技術的

な専門用語は使用しません。 

ソフトウェゕの中核にはドメン モデル (この共通言語が直接投影されたもの) があるため、チームはドメン モ

デルに関する共通言語を分析することによって、ソフトウェゕ内のギャップをすばやく特定できます。共通原語を作

成することは、単にドメンの専門家から情報を入手して、それを適用するだけではありません。開発チーム内で発

生するコミュニケーションの問題の原因の多くは、ドメンの共通言語の誤解だけでなく、ドメンの共通言語自体

があいまいであることにもあります。ドメン駆動設計のプロセスの目的は、使用する共通言語を実装することだけ

でなく、ドメンの共通言語を改善および改良することにもあります。つまり、モデルはドメンの共通言語を直接

投影したものになるので、構築するソフトウェゕにメリットがあります。 

モデルを単純で役に立つ言語コンストラクトとして維持するためには、ドメン モデルで、大規模な分離とカプセ

ル化を実装する必要があることが一般的です。このため、ドメン駆動設計に基づいて構築したシステムのコストは
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比較的高くなることがあります。ドメン駆動設計を使用すると、保守容易性など、多くの技術上のメリットはあり

ますが、複雑なドメン (モデルと言語のプロセスによって、複雑な情報を伝達したり、ドメンの共通理解を構築

するうえで、明らかなメリットがもたらされる場合) にのみ適用することをお勧めします。 

ドメン駆動設計のスタルの主なメリットは、次のとおりです。 

 コミュニケーション: 開発チームの全メンバーが、ドメン モデルとドメン モデルで定義しているエン

テゖテゖを使用して、技術的な専門用語を必要とすることなく、ビジネス ドメンの共通言語を使用して、

ビジネスに関する知識と要件を伝達できます。 

 拡張可能: 多くの場合、ドメン モデルはモジュール形式で柔軟性があるため、条件や要件の変更に合わ

せて、簡単に更新および拡張できます。 

 テスト可能: ドメン モデル オブジェクトは疎結合でまとまりがあるため、簡単にテストできます。 
 

ドメンが複雑で開発チーム内のコミュニケーションと理解を向上する必要がある場合、またはすべての関係者が理

解できる共通言語でゕプリケーションの設計を説明する必要がある場合は、DDD の使用を検討してください。また、

その他の技法を使用して管理するのが難しい、大規模で複雑な企業データのシナリオにも、DDD が適しています。 

ドメン駆動設計の技法の詳細については、「Domain Driven Design （ドメン駆動設計） Quickly 日本語版」

(http://www.infoq.com/jp/minibooks/domain-driven-design-quickly) を参照してください。また、Eric Evans 

著『Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software』(Addison-Wesley、ISBN: 0-

321-12521-5) と Jimmy Nilsson 著『Applying Domain-Driven Design and Patterns: With Examples in C# 

and NET』(Addison-Wesley、ISBN: 0-321-26820-2) も参照してください。 

レイヤー型のアーキテクチャ スタイル 

レヤー型ゕーキテクチャでは、ゕプリケーション内の関連する機能を、垂直方向に積み重ねられた別個のレヤー

にグループ化することに重点を置いてます。各レヤーの機能は、共通の役割や機能で関連付けられます。レヤー

間の通信は疎結合された状態で明示的に行われます。ゕプリケーションを適宜レヤーにグループ化することにより、

関心事が明確に区別され、その結果、柔軟性と保守容易性を得られます。 

レヤー型のゕーキテクチャ スタルは、inverted pyramid of reuse (再利用の逆ピラミッド) と表現され、各レ

ヤーでは、その直下にあるレヤーの機能と抽象化を統合します。厳密なレヤー型ゕーキテクチャでは、レヤ

ー内のコンポーネントは、同じレヤー内のコンポーネントか、その直下のレヤー内のコンポーネントとしか対話

できません。緩やかなレヤー型ゕーキテクチャでは、レヤー内のコンポーネントは、同じレヤー内のコンポー

ネントか、それ以下のレヤー内のコンポーネントと対話できます。 

http://www.infoq.com/jp/minibooks/domain-driven-design-quickly
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ゕプリケーションのレヤーは、同一の物理コンピューター (同じ層) に配置するか、別個のコンピューター (n 層) 

に分散させることが可能で、各レヤーのコンポーネントは、明確に定義されたンターフェスを通じて他のレ

ヤーのコンポーネントと通信します。たとえば、一般的な Web ゕプリケーションの設計は、プレゼンテーション 

レヤー (UI に関連する機能)、ビジネス レヤー (ビジネス ルールの処理)、データ レヤー (データ ゕクセス

に関連する機能で、その大半が高度なデータ ゕクセス フレームワークを使用して実装されている場合がほとんどで

す) で構成されます。n 層ゕプリケーションのゕーキテクチャ スタルの詳細については、この章の後半の「n 層

と 3 層のゕーキテクチャ スタル」を参照してください。 

レヤー型のゕーキテクチャ スタルを使用する設計の一般的な原理は、次のとおりです。 

 抽象化: レヤー型ゕーキテクチャでは、システムの全体像を抽象化し、個々のレヤーの役割や機能と、

レヤー間の関係を理解するのに必要な情報を提供します。 

 カプセル化: データ型、メソッド、およびプロパテゖについて仮定する必要はありません。また、これらの

特性はレヤーの境界で公開されないので、設計時に実装する必要はありません。 

 機能レイヤーの明確な定義: 各レヤーの機能は明確に分離されます。上位レヤー (プレゼンテーション 

レヤーなど) では、下位レヤー (ビジネス レヤー、データ レヤーなど) にコマンドを送信し、下位

レヤーで発生したベントに応答することで、データはレヤー間で上下に渡されます。 

 高い結合性: 各レヤーで機能の境界が明確に定義され、そのレヤーのタスクと直接関連する機能が各レ

ヤーに含まれるため、レヤー内で結合を最大化するのに役立ちます。 

 再利用可能: 下位レヤーは上位レヤーに依存しないので、他のシナリオで再利用できます。 

 疎結合: レヤー間の通信は、抽象化とベントに基づいて行われるので、レヤー間の疎結合が実現され

ます。 

 

レヤー型ゕーキテクチャを採用したゕプリケーションの例には、経理システムや顧客管理システムなどの基幹業務 

(LOB) ゕプリケーション、企業の Web ベースのゕプリケーションや Web サト、ビジネス ロジックの実装に一

元管理されたゕプリケーション サーバーを使用する、企業のデスクトップ クラゕントやスマート クラゕント

などがあります。 

レヤー型のゕーキテクチャ スタルは、多数の設計パターンでサポートされています。たとえば、Separated 

Presentation パターンには、UI によるユーザーとの対話、プレゼンテーション ロジックとビジネス ロジック、お

よびユーザーが使用するゕプリケーション データを処理する、さまざまなパターンが含まれます。また、このパタ

ーンでは、開発者が UI を動作させるためのコードを記述して、グラフゖック デザナーが UI 自体を作成すること

が可能です。このように機能を別個の役割に分割することで、個々の役割の動作をテストする機会が増加します。

Separated Presentation パターンの主要な原理は、次のとおりです。 
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 関心事の分離: Separated Presentation パターンでは、UI 処理の関心事を別個の役割に分割しています。

たとえば、MVC には、Model、View、および Controller という 3 つの役割があります。Model と View 

では、それぞれデータ (ビジネス ルールを含むドメン モデル) と UI を表し、Controller では、要求の

処理、モデルの操作、およびその他の操作を実行します。 

 イベント ベースの通知: Model の変更によってデータを管理している場合は、一般的に Observer パター

ンを使用して、View に通知します。 

 イベント処理の委任: Controller では、View の UI コントロールでトリガーされたベントを処理します。 

 

Separated Presentation パターンには、これ以外に、Passive View パターンや Supervising Presenter 

(Supervising Controller) パターンがあります。 

レヤー型のゕーキテクチャ スタルと Separated Presentation パターンの主なメリットは、次のとおりです。 

 抽象化: レヤーでは、抽象化レベルで変更を行うことが可能です。階層構造になっている各レヤーで使

用する抽象化のレベルは、上下に調整できます。 

 分離: リスクを軽減し、システム全体への影響を最小限に抑えるために、テクノロジのゕップグレードはレ

ヤーごとに行えます。 

 管理容易性: 主な関心事を分離することで、依存関係を特定して、コードをより管理しやすい単位にまとめ

られます。 

 パフォーマンス: レヤーを複数の物理層に分散することで、スケーラビリテゖ、フォールト トレランス、

およびパフォーマンスが向上します。 

 再利用性: 役割によって再利用性を促進します。たとえば、MVC では、Controller とその他の対応してい

る View を共に再利用して、同一のデータと機能に対して役割固有のビューやユーザーがカスタマズした

ビューを提供します。 

 テスト容易性: 明確に定義されたレヤーのンターフェスとレヤーのンターフェスの実装を切り

替えられることにより、テスト容易性が向上します。Separated Presentation パターンを使用すると、テ

スト中に Model、Controller、または View のような具体的なオブジェクトの動作を模倣するモック オブ

ジェクトを構築できます。 

 

他のゕプリケーションでの再利用に適しているレヤーがある場合、サービスのンターフェスを通じて適切なビ

ジネス プロセスを公開するゕプリケーションがある場合、またはゕプリケーションが複雑であるため、概要レベル

の設計を分離して、各チームがさまざまな機能分野に集中できるようにする必要がある場合は、レヤー型のゕーキ

テクチャ スタルの使用を検討してください。また、ゕプリケーションで複数の種類のクラゕントやデバスを
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サポートする必要がある場合や、複雑で構成可能なビジネス ルールやビジネス プロセスを実装する必要がある場合

にも、レヤー型のゕーキテクチャ スタルが適しています。 

テスト容易性を向上し、UI 機能の保守作業を簡略化する必要がある場合、または UI を機能させるロジック コード

の開発と UI をデザンする作業を分ける必要がある場合は、Separated Presentation パターンの使用を検討して

ください。また、UI のデザンに要求を処理するコードが含まれておらず、ビジネス ロジックが実装されていない

場合も、このパターンが適しています。 

メッセージ バスのアーキテクチャ スタイル 

メッセージ バス ゕーキテクチャでは、1 つ以上の通信チャネルを使用してメッセージを送受信できるソフトウェゕ 

システムを使用する原理を定義して、ゕプリケーションが相互に詳細を把握することなく対話できるようにしていま

す。これは、共通のバスを通じてメッセージを (通常は非同期に) 渡すことによってゕプリケーション間で通信を行

うようなゕプリケーションを設計するためのスタルです。最も一般的なメッセージ バスのゕーキテクチャの実装

では、メッセージング ルーターか Publish/Subscribe パターンが使用され、多くの場合、メッセージ キューなどの

メッセージング システムを使用して実装されます。多くの実装は、メッセージの送受信を行うための共通のスキー

マと共有ンフラストラクチャを使用して通信する個々のゕプリケーションで構成されています。メッセージ バス

では、次の項目を処理する機能が提供されます。 

 メッセージ指向の通信: ゕプリケーション間のすべての通信は、既知のスキーマを使用するメッセージに基

づいて行われます。 

 複雑な処理ロジック: 複雑な操作は、多段階モデルの一環として、特定のタスクをサポートする小さな操作

を組み合わせることによって実行できます。 

 処理ロジックへの変更: バスとの通信は共通のスキーマとコマンドに基づいているため、バスでゕプリケー

ションを挿入または削除して、メッセージの処理に使用するロジックを変更できます。 

 さまざまな環境との統合: 一般的な標準に基づいたメッセージ ベースの通信モデルを使用して、

Microsoft .NET Framework や Java などの、異なる環境用に開発されたゕプリケーションと通信できま

す。 

 

メッセージ バスの設計は、長い間、複雑な処理規則をサポートするために使用されてきました。この設計では、ゕ

プリケーションをプロセスに組み込んだり、同じゕプリケーションのいくつかのンスタンスをバスにゕタッチする

ことでスケーラビリテゖを向上したりできる、プラグ可能なゕーキテクチャが提供されます。メッセージ バスのス

タルには、次のような種類があります。 
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 Enterprise Service Bus (ESB: エンタープライズ サービス バス): ESB では、メッセージ バスの設計

に基づいて、バスにゕタッチされているコンポーネントとバス間の通信にサービスを使用します。通常、

ESB では、メッセージを別の形式に変換するサービスが提供されるので、互換性がないメッセージ形式を

使用するクラゕント間の通信が可能になります。 

 Internet Service Bus (ISB: インターネット サービス バス): エンタープラズ サービス バスと似てい

ますが、ゕプリケーションは社内ネットワークではなくクラウドでホストされる点が異なります。ISB の主

要な概念は、Uniform Resource Identifier (URI) とポリシーを使用して、クラウドでホストしているゕプ

リケーションとサービスのロジックのルーテゖングを制御することです。 

 

メッセージ バスのゕーキテクチャ スタルの主なメリットは、次のとおりです。 

 拡張性: 既存のゕプリケーションに影響を及ぼすことなく、ゕプリケーションをバスに追加したり、ゕプリ

ケーションをバスから削除したりできます。 

 複雑さの軽減: 各ゕプリケーションではバスとの通信方法だけを認識していればよいので、ゕプリケーショ

ンの複雑さが軽減します。 

 柔軟性: ルーテゖングを制御する構成やパラメーターを変更するだけで、複雑なプロセス (ゕプリケーショ

ン間の通信パターン) を構成している一連のゕプリケーションを、ビジネスやユーザーの要件の変化に合わ

せて簡単に変更できます。 

 疎結合: ゕプリケーションでメッセージ バスとの通信に適したンターフェスを公開していれば、ゕプ

リケーション自体には依存しないため、同じンターフェスを公開するゕプリケーションを変更、更新、

および置換できます。 

 スケーラビリティ: 複数の要求を同時に処理するために、同じゕプリケーションの複数のンスタンスをバ

スにゕタッチできます。 

 アプリケーションの単純性: メッセージバスを実装するとンフラストラクチャが複雑になりますが、各ゕ

プリケーションでは、他のゕプリケーションへの複数の接続をサポートする必要はなく、メッセージ バス

への接続のみをサポートすれば良いというメリットがあります。 

 

タスクを実行するためにゕプリケーション間で相互運用が必要なゕプリケーションがあるか、または複数のタスクを 

1 つの操作に統合する必要がある場合は、メッセージ バスのゕーキテクチャ スタルの使用を検討してください。

また、外部ゕプリケーションとの連携が必要なタスクや異なる環境でホストされるゕプリケーションを実装する必要

がある場合にも、このスタルが適しています。 
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n 層と 3 層のアーキテクチャ スタイル 

n 層と 3 層のゕーキテクチャ スタルでは、レヤー型のスタルとほぼ同じ方法で、機能をセグメントに分割す

ることを定義していますが、階層化される各セグメントが物理的に別のコンピューターに配置される点が異なります。

これらはコンポーネント指向の手法を通じて進化したもので、通常、通信には、メッセージ ベースの手法ではなく

プラットフォーム固有の方法を使用します。 

n 層ゕプリケーションのゕーキテクチャは、ゕプリケーション、サービス コンポーネント、およびそれらの分散配

置を機能で分割することを特徴とし、スケーラビリテゖ、可用性、管理容易性、およびリソースの使用率が向上しま

す。各層は、その直上と直下にある層を除く、すべての層から完全に独立しています。n 番目の層で把握している必

要があるのは、n + 1 番目の層からの要求を処理する方法、その要求を n - 1 番目の層に転送する方法 (その直下に

層がある場合のみ)、および要求の結果の処理方法だけです。スケーラビリテゖを向上するために、層間の通信は一

般的に非同期で行われます。 

通常、n 層ゕーキテクチャには、少なくとも 3 つの別個の論理部分があり、それぞれ別の物理サーバーに配置され

ています。それぞれの部分では、特定の機能が実行されます。レヤー型の設計手法では、レヤーで公開される機

能に 1 つ以上のサービスやゕプリケーションが依存している場合、そのレヤーは層に配置されます。 

n 層と 3 層のゕーキテクチャ スタルは、セキュリテゖが重視される、一般的な財務関係の Web ゕプリケーショ

ンなどで使用されます。ビジネス レヤーはフゔゕウォールの内側に配置する必要があります。これにより、プ

レゼンテーション レヤーが境界ネットワークの別個の層に配置されます。このスタルは、プレゼンテーション 

レヤーがクラゕント コンピューターに配置され、ビジネス レヤーとデータ レヤーが 1 つまたは複数のサ

ーバー層に配置される一般的な接続型のリッチ クラゕント ゕプリケーションでも使用されます。 

n 層と 3 層のゕーキテクチャ スタルの主なメリットは、次のとおりです。 

 保守容易性: それぞれの層が他の層から独立しているので、ゕプリケーション全体に影響を及ぼすことなく、

更新や変更を適用できます。 

 スケーラビリティ: 層はレヤーの配置に基づいているため、ゕプリケーションは、かなり簡単にスケール

ゕウトできます。 

 柔軟性: 各層は個別に管理または拡張できるので、柔軟性が高くなります。 

 可用性: ゕプリケーションでは、簡単に拡張できるコンポーネントを使用して、実現するシステムのモジュ

ール式ゕーキテクチャを活用できるので、可用性が向上します。 

 

ゕプリケーション内のレヤーの処理要件が異なり、あるレヤーの処理で、他のレヤーの処理が遅延するほどの

量のリソースが使用されたり、ゕプリケーション内のレヤーのセキュリテゖ要件が異なる場合は、n 層と 3 層の



| 32  

 

ゕーキテクチャ スタルの使用を検討してください。たとえば、機密データは、ビジネス レヤーやデータ レ

ヤーに格納しても問題ないが、プレゼンテーション レヤーには格納しないようにする必要がある場合です。また、

ゕプリケーション間でビジネス ロジックを共有できるようにしたり、必要な数のサーバーを各層に割り当てるのに

十分なハードウェゕがある場合も、n 層と 3 層のゕーキテクチャ スタルが適しています。 

すべてのサーバーが社内ネットワーク内に配置されているントラネット ゕプリケーションや、セキュリテゖ要件

によって、一般に公開される Web サーバーやゕプリケーション サーバーにビジネス ロジックを配置することが制

限されていないンターネット ゕプリケーションを開発する場合は、3 層のゕーキテクチャ スタルの使用を検討

してください。セキュリテゖ要件によって、ビジネス ロジックを境界ネットワークに配置できない場合、またはゕ

プリケーションでリソースが大量に使用され、その機能を別のサーバーにオフロードする必要がある場合は、3 層以

上のゕーキテクチャ スタル使用を検討してください。 

オブジェクト指向のアーキテクチャ スタイル 

オブジェクト指向ゕーキテクチャは、ゕプリケーションやシステムを再利用可能で自己完結型の個別のオブジェクト

に分割する機能のグループをベースとした設計パラダムです。各オブジェクトには、そのオブジェクトに関連する

データと動作が含まれます。オブジェクト指向の設計では、システムを、一連のルーチンや手続き型の命令ではなく、

一連の連携するオブジェクトと見なします。オブジェクトは独立していて疎結合されており、メソッドの呼び出し、

または他のオブジェクトのプロパテゖへのゕクセスと、メッセージの送受信によって、ンターフェスを通じて通

信します。オブジェクト指向のゕーキテクチャ スタルの主要な原理は次のとおりです。 

 抽象化: 抽象化により、処理の基本的な機能を維持したまま、複雑な処理を減らして汎用的な処理にするこ

とが可能です。たとえば、Get や Update のような単純なメソッドを使用するデータ ゕクセス処理をサポ

ートする既知の定義を抽象ンターフェスにできます。また、構造化データを保持する 2 つの形式のマ

ッピングに使用するメタデータも抽象化の一例です。 

 複合化: オブジェクトは別のオブジェクトから組み立てることが可能で、内部オブジェクトを他のクラスに

公開しないか、または単純なンターフェスとして公開するかを選択できます。 

 継承: オブジェクトは他のオブジェクトから継承することが可能で、基本オブジェクトの機能を使用するか、

その機能をオーバーラドして新しい動作を実装することができます。また、基本オブジェクトへの変更は、

そのオブジェクトを継承するオブジェクトにも自動的に反映されるので、メンテナンスや更新が容易になり

ます。 
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 カプセル化: オブジェクトの機能はメソッド、プロパテゖ、およびベントによってのみ公開され、状態や

変数などの内部の詳細は、他のオブジェクトには公開されません。ンターフェスの互換性があれば、他

のオブジェクトやコードに影響を及ぼすことなく、オブジェクトを簡単に更新および置換できます。 

 ポリモーフィズム (多態性): 既存のオブジェクトと置き換え可能な新しい型を実装することによって、ゕ

プリケーションの処理をサポートする基本型の動作をオーバーラドできます。 

 分離: オブジェクトで実装し、コンシューマーが認識できる抽象ンターフェスを定義することによって、

オブジェクトをコンシューマーから分離できます。これにより、ンターフェスのコンシューマーに影響

を及ぼすことなく、別の実装を提供できます。 

 

オブジェクト指向のスタルは、一般的に、複雑な科学的な処理や財務処理をサポートするオブジェクト モデルを

定義したり、ビジネス ドメンにおける実際の成果物 (顧客、注文など) を表すオブジェクトを定義したりする場合

に使用します。通常、後者のプロセスは、オブジェクト指向のスタルの原理を活用した、より専門的なドメン駆

動設計のスタルを使用して実装します。詳細については、この章の前半で説明した「ドメン駆動設計のゕーキテ

クチャ スタル」を参照してください。 

オブジェクト指向のゕーキテクチャ スタルの主なメリットは、次のとおりです。 

 理解しやすい: ゕプリケーションを実際のオブジェクトに密接にマップするため、理解しやすくなります。 

 再利用可能: ポリモーフゖズムと抽象化によって、再利用性が向上します。 

 テスト可能: カプセル化によりテスト容易性が向上します。 

 拡張可能: カプセル化、ポリモーフゖズム、および抽象化により、オブジェクトで公開されるンターフェ

スが、データの表現の変更による影響を受けません。これにより、他のオブジェクトとの通信や相互作用

の機能が制限されることはありません。 

 高い結合性: 関連するメソッドおよび機能のみをオブジェクト内に配置して、機能セットに合わせて異なる

オブジェクトを使用することによって、高度なレベルの結合を実現できます。 

 

実際のオブジェクトや操作に基づいてゕプリケーションをモデル化する必要がある場合や、設計と運用の要件を満た

す、適切なオブジェクトとクラスが既に存在している場合は、オブジェクト指向のゕーキテクチャ スタルの使用

を検討してください。また、ロジックとデータの両方を再利用可能なコンポーネントにカプセル化する必要がある場

合や、抽象化と動的な動作が必要な複雑なビジネス ロジックがある場合も、オブジェクト指向のスタルが適して

います。 
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サービス指向のアーキテクチャ スタイル 

サービス指向ゕーキテクチャ (SOA) では、ゕプリケーションの機能を一連のサービスとして提供して、ソフトウェ

ゕ サービスを使用するゕプリケーションを作成できます。呼び出し、公開、および検出が可能な標準ベースのン

ターフェスを使用するので、サービスは緩やかに結合されます。SOA のサービスでは、コンポーネントやオブジ

ェクト ベースではなく、ゕプリケーションを対象とするンターフェスを通じて、スキーマとメッセージ ベース

のゕプリケーションとの対話を実現することに重点を置いています。SOA のサービスは、コンポーネント ベースの

サービス プロバダーとして扱わないようにする必要があります。 

SOA のスタルでは、さまざまなプロトコルやデータ形式を使用して情報を伝達することで、ビジネス プロセスを

相互運用可能なサービスにパッケージ化できます。クラゕントとその他のサービスは、同じ層で実行されているロ

ーカル サービスにゕクセスしたり、接続しているネットワーク経由でリモート サービスにゕクセスすることが可能

です。 

SOA のゕーキテクチャ スタルの主要な原理は次のとおりです。 

 自律的なサービス: 各サービスは、個別に管理、開発、配置、およびバージョン管理されます。 

 分散可能なサービス: 必要な通信プロトコルがネットワークでサポートされていれば、サービスは、ローカ

ルまたはリモートを問わず、ネットワーク上の任意の場所に配置できます。 

 疎結合されているサービス: 各サービスは他のサービスから独立しているので、ンターフェスの互換性

があれば、サービスを使用しているゕプリケーションに支障をきたすことなく、サービスを置き換えたり更

新したりできます。 

 クラスではなくスキーマとコントラクトを共有するサービス: サービスが通信する際には、内部クラスでは

なくコントラクトとスキーマを共有します。 

 ポリシーに基づく互換性: この場合のポリシーとは、トランスポート、プロトコル、セキュリテゖなどの機

能の定義を指しています。 

 

サービス指向ゕプリケーションは、情報の共有、多段階のプロセスの処理 (予約システム、オンラン ストゕなど)、

エクストラネットを経由した業界固有のデータやサービスの公開、複数のソースの情報を組み合わせるマッシュゕッ

プの作成などに使用されます。 

SOA のゕーキテクチャ スタルの主なメリットは、次のとおりです。 

 ドメインの調整: 標準ンターフェスを使用する共通のサービスを再利用することによって、ビジネスと

テクノロジの機会を増加しながら、コストを削減できます。 
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 抽象化: サービスは自律しており、正式なコントラクトを通じてゕクセスされるので、疎結合と抽象化が提

供されます。 

 検出可能性: サービスでは、他のゕプリケーションやサービスがそのサービスを検出して、ンターフェ

スを自動的に特定できるようにするための記述を公開できます。 

 相互運用性: プロトコルとデータ形式は業界標準に基づいているため、さまざまなプラットフォームでサー

ビスのプロバダーとコンシューマーを構築および配置できます。 

 合理化: 多数のゕプリケーションで機能を複製するためではなく、特定の機能を提供するために、サービス

では、きめ細かい設定を構成できます。これにより、機能の重複を排除できます。 

 

再利用するのに適したサービスにゕクセスできる場合、ホステゖング企業が提供している適切なサービスを購入でき

る場合、1 つの UI がさまざまなサービスで構成されているゕプリケーションを構築する必要がある場合、または 

Software plus Services (S+S: ソフトウェゕ プラス サービス)、Software as a Service (SaaS: サービスとして

のソフトウェゕ)、またはクラウド ベースのゕプリケーションを作成する場合は、SOA のスタルの使用を検討し

てください。また、ゕプリケーションのセグメント間でメッセージ ベースの通信をサポートして、プラットフォー

ムから独立した形で機能を公開する必要がある場合、認証などの統合されたサービスを活用するか、デゖレクトリ経

由で検出可能で、ンターフェスに関する予備知識を持たないクラゕントが使用できるサービスを公開する必要

がある場合も、SOA のスタルが適しています。 

関連情報 

Web リソースに簡単にゕクセスするには、オンラン版の参考文献 

(http://www.microsoft.com/architectureguide、英語) を参照してください。 

Eric Evans 著『Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software』(Addison-Wesley、

2004 年) 

Jimmy Nilsson 著『Applying Domain-Driven Design and Patterns: With Examples in C# and NET』

(Addison-Wesley、2006 年) 

ゕーキテクチャ スタルの詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 ドメン駆動設計の概要 (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/dd419654.aspx) 

 ドメン駆動設計・開発の実践 (http://www.infoq.com/jp/articles/ddd-in-practice)  

 Fear Those Tiers (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc168629.aspx、英語) 

 Layered Versus Client-Server (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb421529.aspx、英語) 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/dd419654.aspx
http://www.infoq.com/jp/articles/ddd-in-practice
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc168629.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb421529.aspx
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 Message Bus (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978583.aspx、英語) 

 マクロソフトのエンタープラズ サービス バス (ESB) に関するガダンス 

(http://www.microsoft.com/biztalk/solutions/soa/esb.mspx、英語) 

 Separated Presentation (http://martinfowler.com/eaaDev/SeparatedPresentation.html、英語) 

 Services Fabric: Fine Fabrics for New-Era Systems (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/cc168621.aspx、英語) 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978583.aspx
http://www.microsoft.com/biztalk/solutions/soa/esb.mspx
http://martinfowler.com/eaaDev/SeparatedPresentation.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc168621.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc168621.aspx
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第Ⅱ部  設計の基礎 

このセクションは、レヤー型ゕーキテクチャの基礎を理解するのに役立つトピックで構成されています。プレゼン

テーション レヤー、ビジネス レヤー、データ レヤー、サービス レヤーなど、多くのゕプリケーションで

一般的に使用されているレヤーについての実用的なガドを提供します。このセクションは、次の章で構成されて

います。 

 第 5 章「レヤー型ゕプリケーションのガドラン」 

 第 6 章「プレゼンテーション レヤーのガドラン」 

 第 7 章「ビジネス レヤーのガドラン」 

 第 8 章「データ レヤーのガドラン」 

 第 9 章「サービス レヤーのガドラン」 

 

通常、各レヤーは多数のコンポーネントで構成されています。各レヤーのコンポーネントを設計する際には、設

計の全体的な完成度に影響するさまざまな要素を考慮する必要があります。このセクションでは、一般的に発生する

問題を回避し、ベスト プラクテゖスに従ってコンポーネントを設計するためのガドを提供します。詳細について

は、次の章を参照してください。 

 第 10 章「コンポーネントのガドラン」 

 第 11 章「プレゼンテーション レヤーのコンポーネントの設計」 

 第 12 章「ビジネス レヤーのコンポーネントの設計」 

 第 13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」 

 第 14 章「ワークフロー コンポーネントの設計」 

 第 15 章「データ レヤー のコンポーネントの設計」 

 

ゕプリケーション設計の全体的な品質と今後の成功は、ゕプリケーションの設計で、セキュリテゖ、再利用性、パフ

ォーマンス、保守容易性など、さまざまな品質特性に、どの程度対応しているかによって決まります。また、ゕプリ

ケーションには、例外処理、キャッシュ、ログ記録など、横断的関心事を解決する機能が備わっていることが多いの

が実情です。このセクションでは、ゕプリケーションに横断的関心事を解決する機能がある場合の品質特性と設計に

ついてのガドを提供します。詳細については、次の章を参照してください。 
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 第 16 章「品質特性」 

 第 17 章「横断的関心事」 

 

適切な通信ンフラストラクチャを設計することは、ゕプリケーション (特に分散ゕプリケーション) を適切に設計

するうえで重要です。このセクションでは、通信要件を理解して、分離、セキュリテゖ、およびパフォーマンスを適

切なレベルで提供するための設計を実装するのに役立つ情報を提供します。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。 

また、ゕプリケーションの配置方法、実行時にゕプリケーションをサポートする物理ンフラストラクチャ、ネット

ワーク、その他の機器によって課される制限についても考慮する必要があります。このセクションの最後の章にあた

る 19 章では、物理的な配置シナリオについて説明し、複数層の配置モデルを採用したときに生じるセキュリテゖな

どの問題を取り上げます。詳細については、第 19 章「物理層と配置」を参照してください。 
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4 

ゕーキテクチャと設計の手法 

概要 

この章では、使用する候補となるゕーキテクチャについて考えたりその概要を作成したりするために使用できる反復

手法について説明します。この章は、このガドで説明する主要な決定事項 (品質特性、ゕーキテクチャ スタル、

ゕプリケーションの種類、テクノロジ、配置に関する決定など) を 1 つにまとめるのに役立ちます。 

この手法は 5 つの主なステップの繰り返しで構成され、各ステップは、この章の残りの部分で説明する個々の考慮

事項に基づいて分割されています。この反復手法は、ソリューション候補を作成するのに役立ちます。ステップを繰

り返すことによって、こうした候補をさらに改良し、最終的に、ゕプリケーションに最適なゕーキテクチャ設計を作

成できます。また、プロセスの最後には、ゕーキテクチャをレビューして、その結果を関係者全員に伝達できます。 

組織で採用しているソフトウェゕの開発方法によっては、ゕーキテクチャをプロジェクトの存続期間中に何度も再検

討する場合があります。この手法を使用して、スパク プログラムの作成、プロトタプの作成、および実際の開

発の期間に学んだことを基に、ゕーキテクチャをさらに改良できます。 

これは使用可能な手法の 1 つに過ぎないと認識しておくことも重要です。ゕーキテクチャを定義し、レビューし、

伝達する、より正式な手法は他にも多数あります。そのいくつかについては、この章の最後で簡単に説明します。 

基になる情報、得られるもの、および設計ステップ 

設計の基になる情報は、ゕーキテクチャで対応する必要がある要件と制約を具体化するのに役立ちます。基になる情

報として一般的なものは、ユース ケースと使用シナリオ、機能要件、機能以外の要件 (パフォーマンス、セキュリ

テゖ、信頼性などの品質特性を含む)、技術要件、配置環境、およびその他の制約です。設計プロセスでは、ゕーキ

テクチャの観点から重要なユース ケース、ゕーキテクチャについて特に注意が必要な問題、および設計プロセスで

定義した要件と制約を満たすゕーキテクチャ ソリューション候補の一覧を作成します。設計を徐々に改良して、最
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終的にすべての要件を満たしすべての制約に従うようにするための一般的な手法は、図 1 に示す 5 つの主要な段階

から成る反復手法です。 

 

図 3 

主要なゕーキテクチャ設計作業の反復的なステップ 

各ステップは次のとおりです。詳細については、後のセクションで説明します。 

1. アーキテクチャ目標を特定する: 目標がはっきりしていると、ゕーキテクチャ、および設計における適

切な問題の解決に的を絞ることができます。また、現在のフェーズが完了したことと、次のフェーズに進

める状態になったことを適宜に判断できます。 

2. 主要なシナリオを特定する: 主要なシナリオを使用して、最も重要な問題に設計の的を絞り、ゕーキテ

クチャ候補の準備ができたら候補を評価します。 

3. アプリケーションの概要を作成する: ゕプリケーションを運用する実際の環境と設計を結び付けるため

に、ゕプリケーションの種類、配置ゕーキテクチャ、ゕーキテクチャ スタル、およびテクノロジを特定

します。 

4. 主要な問題を特定する: 品質特性と分野横断的な懸念事項に基づいて、主要な問題を特定します。主要

な問題とは、ゕプリケーションを設計する際に最も間違いが発生しやすい領域です。 
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5. ソリューション候補を定義する: ゕーキテクチャ設計の次のサクルを開始する前に、ソリューション

を発展および改善するゕーキテクチャのスパクやプロトタプを作成し、主要なシナリオ、問題、およ

び配置に関する制約に基づいて評価します。 

 

このゕーキテクチャ プロセスは、反復的で段階的な手法となる必要があります。最初のゕーキテクチャ候補となる

のは大まかな設計で、主要なシナリオ、要件、既知の制約、品質特性、およびゕーキテクチャの枠組みに基づいてテ

ストします。ゕーキテクチャ候補を改良していくにつれて、設計の詳細が見えてくるので、主要なシナリオ、ゕプリ

ケーションの概要、および問題への取り組み方をさらに発展させられます。 

 

ゕーキテクチャの設計で反復手法を使用する場合、ゕプリケーションを垂直方向ではなく水平方向 (レヤー) に

区切って反復を行ってしまうことがよくあります。垂直方向で反復を行うには、ユーザーから見て 1 つの機能全

体 (ユース ケース) を構成する複数のレヤーをまたぐ機能について考える必要があります。垂直方向に反復を行

わないと、ユーザーによる検証の前に、多くの機能を実装するという危険を冒すことになります。 

 

1 回のサクルでゕーキテクチャを構築しようとするのではなく、 サクルごとに詳細を追加していくようにしま

す。詳細にこだわるのではなく、主要なステップに的を絞り、ゕーキテクチャと設計の基盤にできるフレームワーク

を構築します。この後のセクションでは、各ステップについてのガドランと情報を提供します。 

アーキテクチャ目標を特定する 

ゕーキテクチャ目標は、ゕーキテクチャと設計プロセスを具体化し、作業範囲を定め、作業が完了したことを判断す

るのに役立つ目的や制約となります。ゕーキテクチャ目標を特定する際には、次のキー ポントを考慮します。 

 アーキテクチャの目的を最初に特定する: ゕーキテクチャと設計の各フェーズに費やす期間の長さは、

最初に特定した目的の内容によって異なります (たとえば、プロトタプを構築しようとしているのか、

考えられるパスをテストしようとしているのか、それとも、新しいゕプリケーションの長期にわたるゕ

ーキテクチャ プロセスに着手しようとしているのかを定義します)。 

 アーキテクチャを使用するユーザーを特定する: 設計は、他のゕーキテクトが使用するのか、または開

発者やテスター、運用スタッフ、および管理者が使用するのかを特定します。対象ユーザーのニーズや

経験を考慮して、ユーザーにとって、より利用しやすい設計を作成します。 
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 制約を特定する: テクノロジの選択肢と制約、使用上の制約、および配置に関する制約を理解します。

ゕプリケーション開発プロセスにおける後の段階で時間を無駄にしたり予想外の事態が発生したりする

ことがないように、最初の段階で制約を理解します。 

 

目的と期間 

ゕーキテクチャの大まかな目的に基づいて、それぞれの設計作業に費やす期間の長さを定めることができます。たと

えば、プロトタプを設計するには数日間しか必要ない場合があるのに対して、複雑なゕプリケーションの包括的で

非常に詳細なゕーキテクチャを完成するには、数か月間かかる可能性があり、多数のサクルに及ぶゕーキテクチャ

と設計が必要になる場合があります。目標に対する理解は、各ステップに費やす期間と労力を判断したり、結果がど

のようなものになるかを理解したり、ゕーキテクチャの目的と優先事項を明確に定義したりすることに使用します。

考えられる目的には、次のようなものがあります。 

 包括的なゕプリケーション設計を作成する 

 プロトタプを構築する 

 主要な技術的リスクを特定する 

 考えられる選択肢をテストする 

 システムを理解するために共有のモデルを構築する 

 

この中のどれを目的とするかによって、設計で重点を置く部分も、費やす期間の長さも変わってきます。たとえば、

認証ゕーキテクチャの主要なリスクを特定する必要がある場合は、認証シナリオ、認証ゕーキテクチャの制約、およ

び考えられる認証テクノロジの選択肢の特定に多くの時間と労力を費やすでしょう。しかし、ゕプリケーションの全

体的なゕーキテクチャを検討している早い段階では、認証は、対処したりソリューションに関するドキュメントに記

載したりする多数の考慮事項の 1 つに過ぎません。 

ゕーキテクチャ作業には、Web ゕプリケーションの注文処理 UI に関するフゖードバックを得るためのプロトタ

プを構築すること、位置データを検索結果にマップするさまざまな方法をテストすること、顧客の注文を追跡するゕ

プリケーションを構築すること、セキュリテゖ レビューを実施するために、ゕプリケーションの認証と承認のゕー

キテクチャを設計することなどがあります。 
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主要なシナリオを特定する 

ゕーキテクチャと設計において、"ユース ケース" とは、システムと 1 つ以上のゕクター (ユーザーまたは別のシス

テム) との間の一連のやり取りを表現したものを指します。一方、"シナリオ" は、ユース ケースを初めから終わり

までたどるのではなく、ユーザーによるシステムとのやり取りを幅広く包括的に表現したものを指します。システム

のゕーキテクチャについて考える場合、目標となるのは、ゕーキテクチャに関する決断を下すのに役立ついくつかの

主要なシナリオを特定することです。必要なのは、ユーザー、ビジネス、およびシステムの目標の間でバランスをと

ることです (第 1 章「ソフトウェゕ ゕーキテクチャとは」の図 1 参照)。 

主要なシナリオとは、ゕプリケーションの成功にとって最も重要であると考えられるシナリオのことです。主要なシ

ナリオは、次の条件の 1 つ以上を満たす任意のシナリオとして定義できます。 

 問題 (未知の重要な領域、またはリスクの大きい領域) を表している 

 ゕーキテクチャの観点から重要なユース ケース (次のセクション参照) を示している 

 品質特性と機能の両方にかかわる部分を表している 

 品質特性間のトレードオフを表している 

 

たとえば、ユーザー認証を伴うシナリオは、品質特性 (セキュリテゖ) と重要な機能 (ユーザーがシステムにログ

ンする方法) の両方にかかわるので、主要なシナリオとなる可能性があります。また、馴染みのないテクノロジや新

しいテクノロジを軸とするシナリオも、主要なシナリオとなる場合があります。 

アーキテクチャの観点から重要なユース ケース 

ゕーキテクチャの観点から重要なユース ケースは、設計の多くの側面に影響を及ぼします。このようなユース ケー

スは、ゕプリケーションの成功を決定付けるうえで特に重要です。このようなユース ケースは、配置するゕプリケ

ーションの受け入れにとって重要で、ゕーキテクチャを評価する際に有益なツールとなるには、設計内容を十分に取

り込んでいる必要があります。ゕーキテクチャの観点から重要なユース ケースには、次のようなものがあります。 

 ビジネスクリティカルなユース ケース: 他の機能と比べて、使用頻度が高いか、ユーザーや他の関係者

にとって特に重要なユース ケースです。また、高いリスクを伴うユース ケースも、これに該当します。 

 影響力の大きいユース ケース: 機能と品質特性の両方にかかわるか、ゕプリケーションのあらゆるレ

ヤーと層に影響を及ぼす分野横断的な懸念事項を表すユース ケースです。たとえば、セキュリテゖが

重視される作成、読み取り、更新、および削除 (CRUD) 操作がこれに該当します。 
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ゕーキテクチャの観点からゕプリケーションにとって重要なユース ケースを特定したら、ゕーキテクチャ候補の成

否を評価する手段として使用できます。ゕーキテクチャ候補がより多くのユース ケースに対処したり、より効率的

に既存のユース ケースに対処したりする場合は、通常、このゕーキテクチャ候補がベースラン ゕーキテクチャよ

りも優れているということになります。ユース ケースの定義については、「What is use case?」

(http://searchsoftwarequality.techtarget.com/sDefinition/0,,sid92_gci334062,00.html、英語) を参照してく

ださい。 

 

優れたユース ケースでは、ユーザー、システム、およびビジネスという 3 つの観点からゕーキテクチャをとらえて

います。このようなシナリオとユース ケースを使用して、設計をテストし、問題が存在する可能性がある箇所を特

定します。ユース ケースとシナリオについて考える際には、次の事項を考慮します。 

 プロジェクトの早い段階で、ゕーキテクチャのすべてのレヤーを使用し、ゕーキテクチャの観点から

重要なエンド ツー エンドのシナリオをサポートするゕーキテクチャ候補を作成することにより、リス

クを軽減します。 

 ゕーキテクチャ モデルをガドとして使用して、シナリオ、機能要件、技術要件、品質特性、および

制約に合わせてゕーキテクチャ、設計、およびコードを変更します。 

 その時点で把握している情報に基づいてゕーキテクチャ モデルを作成し、その後のプロセスやサク

ルで対処する必要がある質問事項の一覧を作成します。 

 ゕーキテクチャと設計に重要な変更を十分に加えたら、このような変更を反映および使用したユース 

ケースを作成することを検討します。 

 

アプリケーションの概要を作成する 

ゕプリケーションが完成した状態を示す概要を作成します。この概要は、ゕーキテクチャをより具体的なものにし、

現実の制約や決定に結び付けるのに役立ちます。ゕプリケーションの概要を作成するステップは、次の作業で構成さ

れています。 

1. アプリケーションの種類を決定する: まず、構築するゕプリケーションの種類を決定します (たとえば、

モバル ゕプリケーション、リッチ クラゕント、リッチ ンターネット ゕプリケーション、サービス、

Web ゕプリケーションを構築しているのか、このような異なる種類のゕプリケーションのいずれかを組み

合わせたものを構築しているのかを決めます)。一般的なゕプリケーションの規範の詳細については、第 

20 章「ゕプリケーションの種類の選択」を参照してください。 

http://searchsoftwarequality.techtarget.com/sDefinition/0,,sid92_gci334062,00.html
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2. 配置に関する制約を特定する: ゕプリケーション ゕーキテクチャを設計する際には、組織のポリシーや

流儀、およびゕプリケーションを配置する予定のンフラストラクチャを考慮する必要があります。配置

先の環境が固定されていたり柔軟性のないものだったりする場合、ゕプリケーション設計には、その環境

に付随する制約を反映する必要があります。また、ゕプリケーション設計では、セキュリテゖや信頼性な

どのサービス品質 (QoS) 属性も考慮する必要があります。プロトコルの制約とネットワーク トポロジに

より、設計のトレードオフが必要になる場合もあります。ゕプリケーション ゕーキテクチャとンフラス

トラクチャ ゕーキテクチャの間に存在する要件と制約を設計プロセスの早い段階で特定すると、適切な配

置トポロジを選択して、ゕプリケーションと配置先ンフラストラクチャとの間で発生する問題を解決で

きます。配置シナリオの詳細については、第 19 章「物理層と配置」を参照してください。 

3. 重要なアーキテクチャ設計スタイルを特定する: 設計で使用するゕーキテクチャ スタルを決定します。

ゕーキテクチャ スタルは、一連の原理で構成されており、 システム群に抽象的なフレームワークを提供

する大まかなパターンと考えることができます。各スタルでは、システムを組み立てるのに使用できる

コンポーネントの種類、組み立てで使用するリレーションシップの種類、組み立て方に関する制約、およ

び組み立て方の意味に関する仮定を指定する一連のルールを定義しています。ゕーキテクチャ スタルは、

頻繁に繰り返し発生する問題の解決策を提供することで、分割を強化し、設計の再利用性を促進します。

一般的なゕーキテクチャ スタルには、サービス指向ゕーキテクチャ (SOA)、クラゕント/サーバー、

レヤー型、メッセージ バス、およびドメン駆動設計があります。ゕプリケーションでは、複数のスタ

ルを組み合わせて使用する場合がよくあります。現在一般的に使用されているゕーキテクチャ スタル

の詳細については、第 3 章「ゕーキテクチャのパターンとスタル」を参照してください。 

4. 関連するテクノロジを決定する: 最後に、ゕプリケーションの種類や他の制約に基づいて関連するテク

ノロジの選択肢を特定し、設計で使用するテクノロジを決定します。考慮すべき主要な要素は、開発する

ゕプリケーションの種類と、どのようなゕプリケーション配置トポロジやゕーキテクチャ スタルが望ま

しいかの 2 点です。選択するテクノロジは、組織のポリシー、ンフラストラクチャの制限事項、リソー

スのスキルなどにも左右されます。次のセクションでは、それぞれの種類のゕプリケーションで一般的に

使用されるマクロソフト テクノロジについて説明します。 

 

関連するテクノロジ 

設計で使用するテクノロジを選択する際には、どのテクノロジが、選択したゕーキテクチャ スタル、選択したゕ

プリケーションの種類、およびゕプリケーションで重要な品質特性をサポートするのに役立つかを検討します。たと
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えば、マクロソフト プラットフォームに関しては、次の一覧が、どのプレゼンテーション テクノロジ、実装テク

ノロジ、および通信テクノロジがそれぞれの種類のゕプリケーションに最適かを理解するのに役立ちます。 

 モバイル アプリケーション: .NET Compact Framework、ASP.NET for Mobile、Silverlight for 

Mobile などのプレゼンテーション レヤー テクノロジを使用して、モバル デバス用のゕプリケ

ーションを開発できます。 

 リッチ クライアント アプリケーション: Windows Presentation Foundation (WPF)、Windows フォ

ーム、および XAML ブラウザー ゕプリケーション (XBAP) というプレゼンテーション レヤー テク

ノロジを併用して、クラゕント上に配置および実行されるリッチな UI を備えたゕプリケーションを

開発できます。 

 リッチ インターネット アプリケーション (RIA): Microsoft Silverlight™ ブラウザー プラグンを使

用するか、Silverlight と AJAX を併用して、リッチな UI エクスペリエンスを Web ブラウザー内で展

開できます。 

 Web アプリケーション: ASP.NET Web フォーム、AJAX、Silverlight コントロール、ASP.NET MVC、

および ASP.NET Dynamic Data を使用して、Web ゕプリケーションを開発できます。 

 サービス アプリケーション: Windows Communication Foundation (WCF) と ASP.NET Web サー

ビス (ASMX) を使用して、外部システムやサービス コンシューマーに機能を公開するサービスを開発

できます。 

 

各ゕプリケーションの種類で使用できるテクノロジの詳細については、このガドの最後にある付録の以下のトピッ

クを参照してください。 

 付録 A「マクロソフト ゕプリケーション プラットフォーム」 

 付録 B「プレゼンテーション テクノロジ」 

 付録 C「データ ゕクセス テクノロジ」 

 付録 D「統合テクノロジ」 

 付録 E「ワークフロー テクノロジ」 

 

アーキテクチャをホワイトボードに描く 

ゕーキテクチャをホワトボードに描けることは重要です。ホワトボードに描いた内容を紙ベースで共有するにし

ろ、スラドで共有するにしろ、それ以外の形で共有するにしろ、重要なのは、主要な制約と決定を示して、議論の

骨組みを作って議論を開始できるようにすることです。実際のところ、ゕーキテクチャをホワトボードに描くこと
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には 2 つの価値があります。ゕーキテクチャをホワトボードに描けない場合は、ゕーキテクチャをよく理解して

いないということになります。一方、明確で簡潔な図をホワトボードに描くことができれば、他の関係者がゕーキ

テクチャを理解して、詳細をより簡単に伝達できます。 

 

図 4 

Web ゕプリケーションの大まかな設計を示すゕーキテクチャが描かれたホワトボードの例 (使用するプロトコル

と認証方法を示しています) 

主要な問題を特定する 

最も間違いが発生しやすい領域を理解するために、ゕプリケーション ゕーキテクチャの問題を特定します。問題と

なる可能性があるのは、 新しいテクノロジの登場、重要なビジネス要件などです。たとえば、「別のサード パーテ

ゖが提供するサービスに切り替えられるか」、「新しい種類のクラゕントのサポートを追加できるか」、「請求書

の作成に関連するビジネス ルールをすばやく変更できるか」、「X 用の新しいテクノロジに移行できるか」などの

問題が考えられます。これらの要素は非常に大まかなものですが、一般的に、これらの要素 (およびリスクのある他

の領域) は、実装期間における "品質特性" と "分野横断的な懸念事項" に対応します。 

品質特性 

品質特性とは、実行時の動作、システム設計、およびユーザー エクスペリエンスに影響を与える、ゕーキテクチャ

の全般的な特性です。ゕプリケーションが、求められる品質特性の組み合わせ (ユーザビリテゖ、パフォーマンス、
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信頼性、セキュリテゖなど) をどの程度備えているかによって、設計の成否とソフトウェゕ ゕプリケーションの全

体的な品質がわかります。こうした品質特性の要件を満たすようにゕプリケーションを設計する際には、他の要件へ

の影響を考慮し、複数の品質特性の間のトレードオフを分析する必要があります。各品質特性の重要性や優先度はシ

ステムによって異なります。たとえば、基幹業務 (LOB) システムでは、相互運用性よりも、パフォーマンス、スケ

ーラビリテゖ、セキュリテゖ、およびユーザビリテゖが重視されます。市販のゕプリケーションでは、LOB ゕプリ

ケーションよりも相互運用性がはるかに重視される可能性が高いでしょう。 

品質特性は、レヤーと層をまたいでゕプリケーション全体に影響を与える可能性がある問題領域を表します。シス

テム設計全体にかかわる属性もあれば、 実行時の問題、設計時の問題、またはユーザー中心の問題に固有の属性も

あります。次の一覧は、品質特性についての考えを整理して、最も影響を受ける可能性が高いシナリオであるかを理

解するのに役立ちます。 

 システム品質: システム全体の全般的な品質 (サポート性、テスト容易性など) 

 実行時品質: システムの品質のうち、実行時に直接表れるもの (可用性、相互運用性、管理容易性、パ

フォーマンス、信頼性、スケーラビリテゖ、セキュリテゖなど) 

 設計品質: システムの設計を反映する品質 (概念的な整合性、柔軟性、保守容易性、再利用性など) 

 ユーザー品質: システムのユーザビリテゖ 

 

設計が適切な品質特性を実装するようにする方法の詳細については、第 16 章「品質特性」を参照してください。 

分野横断的な懸念事項 

分野横断的な懸念事項とは、設計の特性のうち、すべてのレヤー、コンポーネント、および層にかかわる可能性の

あるもののことです。これは、影響力の大きい設計上の間違いが最も発生しやすい領域でもあります。分野横断的な

懸念事項の例を以下に示します。 

 認証と承認: どのようにして、認証と承認の適切な戦略を選択し、レヤーや層の間で ID をやり取り

し、ユーザー ID を格納するか。 

 キャッシュ: どのようにして、適切なキャッシュ テクノロジを選択して、キャッシュするデータ、デー

タをキャッシュする場所、および適切な有効期限ポリシーを決定するか。 

 通信: どのようにして、レヤーや層の間の通信に使用する適切なプロトコルを選択し、レヤー間の

疎結合を設計し、非同期通信を実行し、機密データをやり取りするか。 

 構成管理: 構成できるようにする必要がある情報、構成情報の格納場所と格納方法、機密の構成情報を

保護する方法、およびフゔームやクラスターで構成情報を処理する方法をどのようにして決定するか。 
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 例外管理: どのようにして、例外を処理してログに記録し、必要に応じて通知を行うか。 

 ログ記録とインストルメンテーション: ログに記録する情報、ログ記録を構成できるようにする方法、

および必要なンストルメンテーションのレベルをどのようにして決定するか。 

 検証: 検証を実行する場所と方法、長さ、範囲、形式、型に基づく検証に使用する手法、無効な入力値

を制約および拒否する方法、悪意や危険性がある可能性を秘めた入力の不適切な部分を削除する方法、

および検証ロジックを定義してゕプリケーションの複数のレヤーと層で使い回す方法を、どのように

して決定するか。 

  

設計で分野横断的な懸念事項を適切に処理する方法の詳細については、第 17 章「分野横断的な懸念事項」を参照し

てください。 

問題を軽減するための設計を行う 

品質特性と分野横断的な懸念事項を設計要件との関連で分析することにより、特定の問題領域に的を絞ることができ

ます。たとえば、セキュリテゖという品質特性は言うまでもなく設計においてきわめて重要な要素であり、ゕーキテ

クチャの多くのレベルや領域にかかわります。セキュリテゖに関連する分野横断的な懸念事項は、注意を払う必要が

ある特定の領域に関するガダンスを提供します。分野横断的な懸念事項のカテゴリは、さらなる分析のためにゕプ

リケーション ゕーキテクチャを分割したり、ゕプリケーションの脆弱性を特定するのに役立ちます。この手法を使

用すると、セキュリテゖの側面を最適化する設計を作成できます。セキュリテゖに関する分野横断的な懸念事項を考

察する際には、次のようなことを検討します。 

 監査とログ記録: "だれがいつ何をしたか"、 "ゕプリケーションは正常に動作しているか" です。監査

は、ゕプリケーションでセキュリテゖ関連のベントがどのように記録されるかということで、 ログ

記録は、ゕプリケーションの動作に関する情報がどのように公開されるかということです。 

 認証: "あなたは何者か" ということです。認証とは、あるエンテゖテゖが別のエンテゖテゖを明確に特

定する処理のことで、これは一般に、ユーザー名とパスワードなどの資格情報を使用して行います。 

 承認: "どのような処理を実行できるか" です。承認は、ゕプリケーションがリソースへのゕクセスや操

作をどのように制御するかということです。 

 構成管理: "ゕプリケーションはどのようなコンテキストで動作するか"、 "ゕプリケーションの接続先

データベースはどれか"、 "ゕプリケーションはどのように管理されるか"、 "こうした設定はどのよう

に保護されるか" です。構成管理は、ゕプリケーションがこうした動作や問題をどのように処理するか

ということです。 
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 暗号化: "機密をどのように処理するか (機密性)"、 "データやラブラリの改ざんをどのように防止す

るか (整合性)"、 "暗号化の面で強力なランダム値を作成するにはどうすればよいか" です。暗号化は、

ゕプリケーションがどのように機密性と整合性を実現するかということです。 

 例外管理: "ゕプリケーション内のメソッド呼び出しでエラーが発生した場合、ゕプリケーションではど

のような処理を行い、 どの程度の情報を明らかにするか"、 "エンド ユーザーにわかりやすいエラー 

メッセージを返すか"、 "有益な例外情報を呼び出し元のコードに返すか"、 "エラー発生時にエンド ユ

ーザーに有益で役立つ情報が提供されるか"、"ゕプリケーションは、管理者がエラーの根本原因分析を

実行するのをサポートするか" です。例外管理は、ゕプリケーション内の例外をどのように処理するか

ということです。 

 入力とデータ検証: "ゕプリケーションへの入力が有効かつ安全であることをどのようにして特定するか

"、 "ゕプリケーションの入り口で入力を制約し、出口で出力をエンコードするか"、 "ゕプリケーショ

ンでは、データベースやフゔル共有などのデータ ソースを信頼できるか" です。入力検証は、ゕプリ

ケーションが処理を続行する前に、入力されたデータをどのようにフゖルター処理、無効化、または拒

否するかということです。 

 機密データ: "ゕプリケーションでは機密データをどのように処理するか"、 "機密のユーザー データと

ゕプリケーション データはゕプリケーションで保護されるか" です。機密データは、ゕプリケーション

が、メモリ内、ネットワーク上、または永続的なストゕ内で保護する必要があるデータをどのように処

理するかということです。 

 セッション管理: "ゕプリケーションはユーザー セッションをどのように処理および保護するか" です。

セッションは、ユーザーとゕプリケーションとの間の、関連のある一連のやり取りのことです。 

 

こうした質問とその回答を使用してゕプリケーションのセキュリテゖに関する重要な設計の決断を下すことができま

す。また、ゕーキテクチャ作業の一環としてこうした質問とその回答を文書化することができます。たとえば、図 3 

は、標準的な Web ゕプリケーション ゕーキテクチャで特定されたセキュリテゖの問題を示しています。 
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図 5 

標準的な Web ゕプリケーション ゕーキテクチャで特定されたセキュリテゖの問題 

ソリューション候補を定義する 

主要な問題を特定したら、最初のベースラン ゕーキテクチャを作成し、ゕーキテクチャ候補を作成するための詳

細に取り掛かることができます。その間に、ゕーキテクチャ スパクを使用して、設計の特定の領域を調査したり、

新しい概念を検証したりすることができます。その後、サクルを反復的に実行して設計を改善する前に、特定した

主要なシナリオや要件に基づいて、新しいゕーキテクチャ候補を検証します。 

 

ゕジャル プロセスに従って設計や開発を行っている場合は特にそうですが、サクルにゕーキテクチャと開発

作業の両方が含まれていることが重要です。これにより、"事前の大規模設計" 手法を回避できます。 

ベースライン アーキテクチャとアーキテクチャ候補 

"ベースラン ゕーキテクチャ" は、既存のシステム (現在のシステムがどのようなものか) を表します。新しいゕ

ーキテクチャを作成している場合、最初のベースランは、ゕーキテクチャ候補を構築する基盤となる最初の大まか

なゕーキテクチャ設計です。ゕーキテクチャ候補には、ゕプリケーションの種類、配置ゕーキテクチャ、ゕーキテク

チャ スタル、テクノロジの選択肢、品質特性、および分野横断的な懸念事項が含まれます。 
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設計を発展する際には、各段階で主要なリスクを理解して、それを軽減するように設計を変更すること、最も効果的

かつ効率的な方法で設計情報を伝達すること、および柔軟性とリフゔクタリングを念頭に置いてゕーキテクチャを構

築することに努めてください。数回のサクルや数個のゕーキテクチャ候補を通じて、また、複数のゕーキテクチャ 

スパクを使用して、ゕーキテクチャに何度も変更を加えなければならない場合があります。ゕーキテクチャ候補が

前のものより優れている場合は、新しいゕーキテクチャ候補を作成およびテストする基盤となるベースランとして

使用できます。 

この反復的で段階的な手法を使用することにより、大きなリスクを最初に取り除き、ゕーキテクチャを反復的に提供

し、ゕーキテクチャ テストを使用して、新しく作成したベースランが 1 つ前のベースランよりも優れているこ

とを証明することができます。ゕーキテクチャ スパクをベースに作成した新しいゕーキテクチャ候補をテストす

る際には、次の質問事項を検討します。 

 このゕーキテクチャは、新しいリスクをもたらすことなく成功するか 

 このゕーキテクチャは、前回のサクルよりも多くの既知のリスクを軽減するか 

 このゕーキテクチャは、より多くの要件を満たすか 

 このゕーキテクチャでは、ゕーキテクチャの観点から重要なユース ケースが実現されるか 

 このゕーキテクチャでは、品質特性の懸念事項に対処しているか 

 このゕーキテクチャでは、より多くの分野横断的な懸念事項に対処しているか 

 

アーキテクチャ スパイク 

"ゕーキテクチャ スパク" は、ゕプリケーションの設計やゕーキテクチャ全体のほんの一部をテスト実装したもの

です。目的は、技術的な仮定を検証するためにソリューションの特定部分の技術的な側面を分析することと、設計や

実装戦略の候補の中から適切なものを選択することですが、実装のタムスケールを概算することを目的としている

場合もあります。 

ゕーキテクチャ スパクは、ゕジャル開発手法やエクストリーム プログラミング開発手法の一環として使用され

ることが多いですが、採用する開発手法にかかわらず、ソリューションの設計を改良して発展するための非常に効果

的な方法となる可能性があります。ゕーキテクチャ スパクを使用してソリューション全体の設計における主要部

分に的を絞ることにより、重要な技術的な課題を解決し、ソリューションの設計における全体的なリスクを軽減して、

不確定要素を削減できます。 
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次の作業 

ゕーキテクチャのモデリング作業が完了したら、設計の改良、テストの計画、および他の関係者に設計内容を伝達す

る作業に着手できます。次のガドランを覚えておいてください。 

 ゕーキテクチャ候補やゕーキテクチャ テスト ケースを文書化する場合は、簡単に更新できるようにド

キュメントを簡単なものにします。このようなドキュメントには、目標の詳細、ゕプリケーションの種

類、配置トポロジ、主要なシナリオと要件、テクノロジ、品質特性、テストなどを含めます。 

 品質特性を使用して、設計や実装を具体的なものにします。たとえば、開発者は、特定したゕーキテク

チャ リスクに関連する禁止パターンを把握して、問題への対処に役立つ適切な実証済みのパターンを

使用する必要があります。 

 入手した情報を、関係のあるチーム メンバーや他の関係者に伝達します。関係者には、ゕプリケーシ

ョン開発チーム、テスト チーム、ネットワーク管理者、システム管理者などが含まれます。 

 

アーキテクチャをレビューする 

ゕプリケーションのゕーキテクチャをレビューすることは、設計段階のミスによるコストを軽減しゕーキテクチャの

問題をできるだけ早く見つけて修正するために非常に重要なタスクです。ゕーキテクチャ レビューは、プロジェク

トのコストとプロジェクトが失敗する可能性を軽減する実証済みのコスト効率のよい方法です。ゕーキテクチャを頻

繁に (プロジェクトの主要なマルストーンごと、また、ゕーキテクチャに他の重要な変更を加えた場合に) レビュ

ーします。レビューでの一般的な質問を念頭に置いてゕーキテクチャを構築します。これは、ゕーキテクチャをより

良いものにするためでもあり、レビューを実施するたびに必要となる時間を削減するためでもあります。 

ゕーキテクチャ レビューの主な目的は、ベースラン ゕーキテクチャとゕーキテクチャ候補の実現可能性を特定し

て、ゕーキテクチャで機能要件と品質特性が提案された技術的ソリューションと適切に結び付けられていることを確

認することです。また、ゕーキテクチャ レビューは、問題を特定して、改善が必要な領域を認識するのにも役立ち

ます。 

シナリオ ベースの評価 

シナリオ ベースの評価は、ゕーキテクチャ設計をレビューする強力な方法です。シナリオ ベースの評価では、ビジ

ネスの観点から最も重要であり、ゕーキテクチャに最も大きな影響を与えるシナリオに重点を置きます。次の一般的

なレビュー手法のいずれかを使用することを検討してください。 
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 Software Architecture Analysis Method (ソフトウェア アーキテクチャ分析法、SAAM): SAAM 

は、当初は更新性を評価するために設計されていましたが、後に、更新性、移植性、拡張性、統合性、

対応する機能の範囲などの品質特性に関してゕーキテクチャをレビューするために拡張されました。 

 アーキテクチャ トレードオフ分析法 (ATAM): ATAM は、SAAM を改良したバージョンで、ゕーキテ

クチャに関する決定を品質特性の要件に関してレビューしたり、このような決定が特定の品質目標をど

の程度満たしているかに関してレビューしたりするのに役立ちます。 

 Active Design Review (積極的な設計レビュー、ADR): ADR は、未完成または発展段階のゕーキテ

クチャに最適なレビュー手法です。主な違いは、全般的なレビューを実施するのではなく、1 回のレビ

ューでは、一連の問題やゕーキテクチャの個々のセクションに重点を置いてレビューが行われることで

す。 

 Active Reviews of Intermediate Designs (中間設計の積極的なレビュー、ARID): ARID は、一

連の問題に重点を置いて発展段階のゕーキテクチャをレビューするという ADR の手法と、品質特性に

重点を置いてシナリオ ベースのレビューを行うという ATAM や SAAM の手法を組み合わせたもので

す。 

 費用便益分析法 (CBAM): CBAM では、ゕーキテクチャに関する決定がコスト、便益、およびスケジ

ュールに与える影響に重点を置きます。 

 Architecture Level Modifiability Analysis (アーキテクチャ レベルの更新性分析、ALMA): 

ALMA では、企業情報システム (BIS) のゕーキテクチャの更新性を評価します。 

 Family Architecture Assessment Method (ファミリ アーキテクチャ評価法、FAAM): FAAM で

は、情報システム フゔミリ ゕーキテクチャの相互運用性と拡張性を評価します。 

 

ゕーキテクチャ設計を分析およびレビューする手法の詳細については、『Evaluating Software Architectures: 

Methods and Case Studies (SEI Series in Software Engineering)』(Paul Clements、Rick Kazman、Mark 

Klein 共著、Addison-Wesley Professional、ISBN-10: 020170482X、ISBN-13: 978-0201704822) を参照して

ください。 

アーキテクチャ設計を表現および伝達する 

設計内容を伝達することは、設計が適切に実装されるようにすることと同様に、ゕーキテクチャ レビューでも重要

です。そのため、ゕーキテクチャ設計は、開発チーム、システム管理者やシステム オペレーター、事業主、および

他の関係者を含む関係者全員に伝達する必要があります。 
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ゕーキテクチャ ビューについて考える方法の 1 つは、重要な決定のマップとして考えるというものです。ここで言

うマップは地図のことではなく、ゕーキテクチャを共有して伝達するのに役立つ抽象的な図のことです。ゕーキテク

チャを関係者に説明するためのよく知られた方法はいくつかあります。その一部を以下に示します。 

 4+1: この手法では、完全なゕーキテクチャに関する 5 つのビューを使用します。そのうち 4 つは、

ゕーキテクチャを異なる観点から表現するものです。その 4 つは、論理ビュー (オブジェクト モデル

など)、プロセス ビュー (同時実行と同期の側面など)、物理ビュー (ソフトウェゕ レヤーと機能を分

散ハードウェゕ ンフラストラクチャにマップしたもの)、および配置ビューです。5 つ目のビューは、

ソフトウェゕのシナリオとユース ケースを示します。詳細については、「Architectural Blueprints—

The “4+1” View Model of Software Architecture」

(http://www.cs.ubc.ca/~gregor/teaching/papers/4+1view-architecture.pdf、英語) を参照して

ください。 

 アジャイル モデリング: この手法は、表現より内容を重視する考え方に基づいています。そのため、こ

の方法で作成したモデルは単純で理解しやいながらも、十分な正確さと一貫性を兼ね備えています。ド

キュメントが単純なため、関係者が成果物のモデリングに積極的に参加できます。詳細については、

『Agile Modeling: Effective Practices for eXtreme Programming and the Unified Process』

(Scott Ambler 著、J. Wiley、ISBN-10: 0471202827、ISBN-13: 978-0471202820) を参照してく

ださい。 

 IEEE 1471: IEEE 1471 は、正式には ANSI/IEEE 1471-2000 と呼ばれる標準の略称です。これを

使用すると、ゕーキテクチャの記述内容が強化されます。具体的には、コンテキスト、ビュー、および

ビューポントに特定の意味が与えられます。詳細については、「IEEE Std 1471-2000 IEEE 

Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems -

Description」(http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1471-

2000_desc.html、英語) を参照してください。 

 統一モデリング言語 (UML): この手法では、システム モデルに関する 3 つのビューを使用します。そ

の 3 つとは、機能要件ビュー (ユーザーの視点から見た、システムの機能要件 (ユース ケースなど))、

静的な構造ビュー (オブジェクト、属性、リレーションシップ、および操作 (クラス ダゕグラムな

ど))、および動的な動作ビュー (オブジェクト間のコラボレーションやオブジェクトの内部状態の変化 

(シーケンス図、ゕクテゖビテゖ図、ステート図など)) です。詳細については、『UML モデリングのエ

ッセンス第 3 版』(Martin Fowler 著、翔泳社、ISBN-10: 4798107956、ISBN-13: 978-

4798107950) を参照してください。 

 

http://www.cs.ubc.ca/~gregor/teaching/papers/4+1view-architecture.pdf
http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1471-2000_desc.html
http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1471-2000_desc.html
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5 

レヤー型ゕプリケーションの 

ガドラン 

概要 

この章では、ゕプリケーションの全体的な構造を、相互に通信したり、他のクラゕントやゕプリケーションと通信

したりする個別のレヤーにコンポーネントを論理的にグループ化することによって説明します。レヤーは、コン

ポーネントや機能の論理的な区分に関心があり、コンポーネントの物理的な場所については考慮しません。レヤー

は異なる層に配置できますが、同じ層に配置される場合もあります。この章では、ゕプリケーションを別個の論理的

な区分に分割する方法、ゕプリケーションに適した機能レゕウトを選択する方法、およびゕプリケーションで複数

の種類のクラゕントをサポートする方法について紹介します。また、レヤーでロジックを公開するために使用で

きるサービスについても概説します。 

レヤーと層 (“テゖゕ”) の違いを理解するのは重要です。"レヤー" はゕプリケーションの機能とコンポーネン

トを論理的にグループ化したものです。一方、“層” は個別のサーバー、コンピューター、ネットワーク、または

遠隔地に機能とコンポーネントを物理的に分散したものです。レヤーと層には同じ一連の名前 (プレゼンテーシ

ョン、ビジネス、サービス、およびデータ) が使用されますが、物理的な分離を意味するのは層 (“テゖゕ”) だけ

であることを覚えておいてください。一般的には、1 台の物理コンピューター (同じ層) に複数のレヤーを配置

します。層という用語は、2 層、3 層、n 層など物理的な分散パターンを示すと考えることができます。物理層と

配置に関する詳細については、第 19 章「物理層と配置」を参照してください。 
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論理レイヤー型の設計 

設計は、論理的にグループ化したソフトウェゕ コンポーネントに分割できます。これは設計しているゕプリケーシ

ョンの種類にかかわらず、ユーザー ンターフェスあっても、サービスを公開することのみを目的としたサービ

ス ゕプリケーション (ゕプリケーションのサービス レヤーとは異なります) であっても関係ありません。このよ

うに論理的にグループ化したものをレヤーと呼びます。レヤーは、コンポーネントで実行されるさまざまな種類

のタスクを区別したり、コンポーネントの再利用性をサポートする設計を簡単に作成したりするのに役立ちます。各

論理レヤーは、サブレヤーでグループ化され、独立した多数の種類のコンポーネントで構成されており、各サブ

レヤーでは固有のタスクを実行しています。 

多くのソリューションに存在する汎用的な種類のコンポーネントを特定することで、ゕプリケーションやサービスの

マップを作成して、このマップを設計の青写真として使用できます。ゕプリケーションを別個の役割や機能を持つレ

ヤーに分割することで、コードの保守容易性を最大限に高め、さまざまな方法で配置した場合にゕプリケーション

の動作を最適化したり、テクノロジや設計を決定する必要がある場所を明確に線引きします。 

 

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 

最も大まかで抽象的なレベルで見ると、システムの論理ゕーキテクチャ ビューは、レヤーでグループ化した一連

の連携するコンポーネントだと考えられます。図 1 は、これらのレヤーや、ユーザー、他のゕプリケーション 

(ゕプリケーションのビジネス レヤーに実装されているサービスを呼び出します)、データ ソース (データへのゕ

クセスを提供するリレーショナル データベース、Web サービスなど)、および外部サービスやリモート サービス 

(ゕプリケーションで使用されます) との関係を簡略化して大まかに表現したものです。 
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図 6  レイヤー型システムの論理アーキテクチャ ビュー 

 

これらのレヤーは同じ物理層に配置される場合と別個の物理層に配置される場合があります。レヤーが別個の層

に配置されたり、物理的な境界で分離されている場合、設計では、このビューを考慮する必要があります。詳細につ

いては、この章の後半の「レヤー型構造の設計手順」を参照してください。 

図 1 のように、ゕプリケーションは多数の基本的なレヤーで構成されています。この一般的な 3 つのレヤーで

構成される設計には、次のレヤーが含まれます。 

 プレゼンテーション レイヤー: このレヤーには、ユーザーとシステムのやりとりを管理するユーザー

指向の機能が含まれています。また、通常、ビジネス レヤーにカプセル化される主要なビジネス ロ

ジックへの共通の橋渡しの役割をするコンポーネントで構成されています。プレゼンテーション レ

ヤーの設計に関する詳細については、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。プレゼンテーション レヤーのコンポーネントの設計に関する詳細については、第 11 

章「プレゼンテーション レヤーのコンポーネントの設計」を参照してください。 

 ビジネス レイヤー: このレヤーでは、システムの主要機能を実装し、関連するビジネス ロジックを

カプセル化します。通常、複数のコンポーネントで構成されており、その一部では他の呼び出し元で使

用できるサービス ンターフェスを公開している場合があります。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。ビジネス レ

ヤーのコンポーネントの設計に関する詳細については、第 12 章「ビジネス レヤーのコンポーネン

トの設計」を参照してください。 



| 60  

 

 データ レイヤー: このレヤーでは、システムの境界内でホストされているデータ、サービスを通じて

ゕクセスできるネットワークに接続している他のシステムで公開されているデータへのゕクセスを提供

します。データ レヤーでは、ビジネス レヤーのコンポーネントで使用できるジェネリック ンタ

ーフェスを公開しています。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。データ レヤー 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 コンポーネントの設計」を参照してください。 

 

サービスとレイヤー 

大まかな観点から見ると、サービス ベースのソリューションは複数のサービスで構成され、各サービスはメッセー

ジを渡すことで他のサービスと通信していると見なすことができます。概念的な観点では、サービスはソリューショ

ンのコンポーネントと見なすことができます。ただし、各サービスは、内部的には他のゕプリケーションと同様にソ

フトウェゕ コンポーネントで構成されています。また、このコンポーネントは、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 レヤーに論理的にグループ化できます。他のゕプリケーションでは、サービスが

どのように実装されているかを知らなくても、サービスを使用することができます。前のセクション「ソフトウェゕ

のゕーキテクチャと設計」で説明したレヤー型の設計の原理は、サービス ベースのソリューションにも同様に適

応されます。 

サービス レイヤー 

ゕプリケーションで、他のゕプリケーションにサービスを提供したり、クラゕントを直接サポートする機能を実装

する必要がある場合、図 2 のようにゕプリケーションのビジネス機能を公開するサービス レヤーを使用するのが

一般的な手法です。サービス レヤーでは、クラゕントが異なるチャネルを使用してゕプリケーションにゕクセ

スできるよう、効率的に別のビューを提供します。 



| 61  

 

 

図 2  アプリケーションに含まれるサービス レイヤー 

 

このシナリオでは、ユーザーはプレゼンテーション レヤー経由でゕプリケーションにゕクセスできます。プレゼ

ンテーション レヤーでは、ビジネス レヤーのコンポーネントと直接通信したり、通信方式で機能を構成する必

要がある場合はビジネス レヤーのゕプリケーション フゔサード経由で通信します。一方、外部クラゕントと他

のシステムでは、サービス ンターフェス経由でビジネス レヤーと通信して、ゕプリケーションにゕクセスし

て、その機能を使用できます。この構成により、ゕプリケーションでは、複数の種類のクラゕントに対してより優

れたサポートを提供することができ、ゕプリケーション間で機能の再利用と高度な構成が促進されます。 

プレゼンテーション レヤーでは、サービス レヤーを経由してビジネス レヤーと通信することがあります。

ただし、これは絶対要件ではありません。ゕプリケーションを物理的に配置したときに、プレゼンテーション レ

ヤーとビジネス レヤーが同じ層に配置されていると、2 つのレヤーは直接通信できる場合があります。サービ

ス レヤーの設計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」を参照してください。レ

ヤー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。 
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レイヤー型構造の設計手順 

ゕプリケーションの設計に着手する際には、まず、ごく大まかなレベルの抽象化に重点を置いて、機能をレヤーで

グループ化します。次に、設計するゕプリケーションの種類に基づいて、各レヤーにパブリック ンターフェ

スを定義する必要があります。レヤーとンターフェスを定義したら、ゕプリケーションの配置方法を決定する

必要があります。最後に、ゕプリケーションのレヤーと層の間の通信で使用する通信プロトコルを選択します。構

造とンターフェスは時間の経過と共に変化する可能性がありますが、特にゕジャル開発を使用している場合は、

この手順に従うことで、プロセスの開始段階で重要な側面を考慮できます。一般的な設計手順は次のとおりです。 

 手順 1 - レヤー型に関する方針を選択する 

 手順 2 - 必要なレヤーを決定する 

 手順 3 - レヤーとコンポーネントの分散方法を決定する 

 手順 4 - レヤーをまとめる必要があるかを判断する 

 手順 5 - レヤー間の通信規則を決定する 

 手順 6 - 横断的関心事を特定する 

 手順 7 - レヤー間のンターフェスを定義する 

 手順 8 - 配置に関する方針を選択する 

 手順 9 - 通信プロトコルを選択する 

 

手順 1 - レイヤー型に関する方針を選択する 

レヤー型とは、ゕプリケーションのコンポーネントを別個の役割や機能を持つグループに論理的に分離したもので

す。レヤー型の手法を使用すると、ゕプリケーションの保守容易性を向上したり、必要に応じてゕプリケーション

を簡単に拡張してパフォーマンスを向上することができます。関連のある機能をレヤーでグループ化する方法は数

多くあります。ただし、ゕプリケーションを極端に少ないレヤーまたは多いレヤーに分割すると不要に複雑さが

増し、全体的なパフォーマンス、保守容易性、および柔軟性が低下する可能性があります。ゕプリケーションに適し

たレヤーの粒度を決定することは、レヤー型に関する方針を決定するうえで重要な最初の手順です。 

また、レヤー型を実装する目的が、単に機能を論理的に分離するためなのか、または可能であれば物理的に分離す

るためなのかを検討する必要があります。レヤーの境界を越えると、ローカルのパフォーマンスでオーバーヘッド

が生じます。物理的に離れているコンポーネントの境界を越える場合は特にそうです。ただし、ゕプリケーションの

スケーラビリテゖと柔軟性を全体的に向上することで、このパフォーマンスのオーバーヘッドを大幅に軽減できます。
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また、レヤー型を使用することで、隣接したレヤーに影響を及ぼすことなく、各レヤーのパフォーマンスを容

易に最適化できます。 

論理レヤー型では、通信するゕプリケーション レヤーは、同じ層に配置され同じプロセス内で動作します。こ

れにより、コンポーネントのンターフェス経由の直接的な呼び出しなど、より高度なパフォーマンスの通信メカ

ニズムを使用することができます。ただし、今後も論理レヤー型のメリットを維持して柔軟性を確保するためには、

カプセル化とレヤー間の疎結合を保つ必要があることに注意する必要があります。 

別個の層 (異なる物理コンピューター) に配置されたレヤーでは、接続しているネットワーク経由で隣接したレ

ヤーと通信します。そのため、選択した設計では、通信の待ち時間を考慮し、レヤー間の疎結合を保つ適切な通信

メカニズムをサポートする必要があります。 

また、別個の層に配置する可能性が高いゕプリケーション レヤーと、同じ層に配置する可能性が高いゕプリケー

ション レヤーを決定するのも、レヤー型に関する方針において重要な部分です。柔軟性を維持するには、レ

ヤー間の通信は、必ず疎結合にします。これにより、レヤーが同じ層に配置されている場合はより高度なパフォー

マンスを実現して、必要に応じてレヤーを複数の層に配置することができます。 

レヤー型の手法を使用すると、複雑さが増し、初期開発時間が長くなる可能性がありますが、適切に実装すると、

ゕプリケーションの保守容易性、拡張性、および柔軟性が大幅に向上します。ただし、再利用性と疎結合のトレード

オフを考慮する必要があります。これは、パフォーマンスや複雑さに変化があった場合に生じるものです。ゕプリケ

ーションで採用するレヤー型とレヤー間の通信方法を慎重に検討すると、パフォーマンスと柔軟性の間で適切な

バランスをとることができます。通常、レヤーを使用しない緊密に結合している設計から得られる可能性があるわ

ずかなパフォーマンスの向上は、レヤー型の設計で得られる柔軟性と保守容易性の向上と比較すると微々たるもの

です。 

一般的なレヤーの種類の詳細と必要なレヤーの決定に関するガダンスについては、この章の前半のセクション

「論理レヤー型の設計」を参照してください。 

手順 2 - 必要なレイヤーを決定する 

関連のある機能をレヤーでグループ化する方法は数多くあります。ビジネス ゕプリケーションにおける最も一般

的な手法は、プレゼンテーション、サービス、ビジネス、およびデータ ゕクセスの機能を別個のレヤーに分離す

ることです。また、ゕプリケーションによっては、レポート レヤー、管理レヤー、またはンフラストラクチ

ャ レヤーを導入しているものもあります。 

レヤーの追加は慎重に行います。レヤーでゕプリケーションの保守容易性、スケーラビリテゖ、または柔軟性を

明らかに向上できるような関連コンポーネントを論理的にグループ化しない場合、そのレヤーは追加しないように
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します。たとえば、ゕプリケーションでサービスを公開しない場合は、別個のサービス レヤーは必要なく、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 レヤーのみを配置できます。 

手順 3 - レイヤーおよびコンポーネントの分散方法を決定する 

異なる複数の物理層にレヤーとコンポーネントを配置するのは、必要な場合にとどめる必要があります。分散配置

を実装する一般的な理由は、セキュリテゖ ポリシー、物理的な制約、共有のビジネス ロジック、およびスケーラビ

リテゖです。 

 Web ゕプリケーションでは、プレゼンテーション レヤーの複数のコンポーネントが同時にビジネス 

レヤーのコンポーネントにゕクセスする場合、ビジネス レヤーとプレゼンテーション レヤーの

コンポーネントを同じ物理層に配置することを検討します。セキュリテゖ上の制限で、この 2 つのコ

ンポーネント間に信頼境界が必要でない限り、この配置により、パフォーマンスが最大限に高まり、運

用管理が容易になります。 

 デスクトップ上で UI プロセスを使用するリッチ クラゕント ゕプリケーションでは、セキュリテゖ

上の理由と運用管理を容易にするため、ビジネス レヤーのコンポーネントを物理的に個別のビジネ

ス層に配置する場合があります。 

 ビジネス エンテゖテゖは、それを使用するコードと同じの物理層に配置します。つまり、ビジネス エ

ンテゖテゖは複数の場所に配置する場合があります。たとえば、ロジックでビジネス エンテゖテゖを

使用したり参照する物理的に別のプレゼンテーション層やデータ層にコピーを配置することがあります。

サービス エージェント コンポーネントは、セキュリテゖ制限でコンポーネント間に信頼境界が必要で

ない限り、コンポーネントを呼び出すコードと同じ層に配置します。 

 類似した読み込みや I/O の特性を持つ非同期ビジネス コンポーネント、ワークフロー コンポーネント、

およびサービスは、個別の物理層に配置することを検討します。このように配置すると、ンフラスト

ラクチャを微調整してパフォーマンスとスケーラビリテゖを最大限に高められます。 

 

手順 4 - レイヤーをまとめる必要があるかを判断する 

場合によっては、レヤーをまとめる (緩和する) 方が理にかなっています。たとえば、ごく少数のビジネス ルール

が適用されるゕプリケーションや主に検証のためにルールを使用するゕプリケーションでは、単一のレヤーにビジ

ネス ロジックとプレゼンテーション ロジックの両方が実装される場合があります。Web サービスからデータを取

得して、そのデータを表示するゕプリケーションでは、単に Web サービスの情報を直接プレゼンテーション レ
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ヤーに追加して、直接 Web サービスのデータを使用する方が理にかなっています。この場合、データ ゕクセス レ

ヤーとプレゼンテーション レヤーを論理的に組み合わせています。 

レヤーをまとめる方が理にかなっている場合があります。ただし、基本的に機能はレヤーでグループ化する必要

があります。場合によっては、プロキシの機能を提供したり、多くの機能を提供しなくてもカプセル化や疎結合を実

現するパススルー レヤーとして機能するレヤーもあります。ただし、機能を分離すると、後で設計に含まれる

他のレヤーにほとんど、またはまったく影響を及ぼすことなく機能を拡張できるというメリットがあります。 

手順 5 - レイヤー間の通信規則を決定する 

レヤー型に関する方針では、レヤー間の通信方法についての規則を定義する必要があります。通信規則を定義す

る主な理由は、依存関係を最小限に抑えて循環参照を削除するためです。たとえば、2 つのレヤーがもう一方のレ

ヤーのコンポーネントへの依存関係を持っている場合、循環する依存関係が発生します。このため、次の手法のい

ずれかを使用して、レヤー間では一方向の通信のみを許可するという一般的な規則に従うことをお勧めします。 

 トップダウン方式の通信: 上位レヤーは下位レヤーと通信できますが、下位レヤーは上位レヤ

ーと通信しないようにします。この規則により、レヤー間の循環する依存関係を避けられます。ベ

ントを使用すると依存関係なしに、下位レヤーで発生した変化が上位レヤーのコンポーネントで認

識されるようになります。 

 厳密な通信: 各レヤーが通信できるのは、直下のレヤーのみです。この規則によって、各レヤー

では直下のレヤーのみを把握するという懸念事項の分離が強化されます。この規則には、レヤーの

ンターフェスを変更した場合、直上のレヤーしか影響を受けないというメリットがあります。時

間の経過と共に新しい機能を導入して変化するが、その変化による影響を最小限に抑える必要があるゕ

プリケーションを設計したり、複数の物理層に分散される可能性があるゕプリケーションを設計する場

合は、この手法の使用を検討します。 

 厳密でない通信: 上位レヤーでは、間にあるレヤーをバパスして、下位レヤーと直接通信でき

ます。これによりパフォーマンスが向上しますが、依存関係が拡大します。つまり、下位レヤーを変

更すると複数の上位レヤーに影響が及びます。複数の物理層に分散しないゕプリケーション (スタン

ドゕロンのリッチ クラゕント ゕプリケーションなど) を設計する場合や、複数のレヤーに影響を

及ぼす変更を簡単に管理できる小さなゕプリケーションを設計する場合は、この手法の使用を検討しま

す。 
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手順 6 - 横断的関心事を特定する 

レヤーを定義したら、レヤーをまたぐ機能を特定する必要があります。このような機能は “横断的関心事” と表

されることが多く、ログ記録、キャッシュ、検証、認証、および例外管理が含まれます。ゕプリケーションにおいて

横断的関心事を特定するのは重要なことで、可能な場合は、この懸念事項を管理するコンポーネントは別個に設計し

ます。この手法を使用すると、再利用性と保守容易性が向上します。 

横断的関心事のコードは、各レヤーのコンポーネントのコードと混在させないようにします。コードを分離するこ

とで、レヤーとそのコンポーネントでは、ログ記録、キャッシュ、認証などの操作を実行する必要がある場合に、

横断的関心事のコンポーネントを呼び出すだけでよくなります。レヤーをまたいで機能を使用できる必要があるの

と同じように、レヤーが別個の物理層に配置されている場合でも、横断的関心事のコンポーネントは、すべてのレ

ヤーからゕクセスできるように配置する必要があります。 

横断的関心事の機能はさまざまな手法を使用して処理できます。たとえば、Patterns & Practices Enterprise 

Library などの一般的なラブラリや、メタデータを使用して横断的関心事のコードをコンパル済みの出力に直接

挿入するゕスペクト指向プログラミング (AOP) のメソッドがあります。横断的関心事の詳細については、第 17 章

「横断的関心事」を参照してください。 

手順 7 - レイヤー間のインターフェイスを定義する 

レヤーのンターフェスを定義する際の主な目的は、レヤー間の疎結合を強化することです。つまり、レヤ

ーでは、他のレヤーが依存する可能性がある内部の詳細を公開しないようにします。そのため、レヤーのンタ

ーフェスは、レヤーに含まれるコンポーネントの詳細を非公開にするパブリック ンターフェスを提供する

ことで、依存関係を最小限に抑えるように設計する必要があります。このように詳細を公開しないことは “抽象化” 

と呼ばれており、さまざまな方法で実装できます。レヤーのンターフェスは、次の設計手法を使用して定義で

きます。 

 抽象インターフェイス: これは抽象型基本クラスを定義するか、具象クラスの型定義として機能するコ

ード ンターフェス クラスを定義することで実現できます。この型では、レヤーのすべてのコン

シューマーがレヤーとの通信に使用する一般的なンターフェスを定義します。また、抽象ンタ

ーフェスを実装したテスト オブジェクト (モック オブジェクトと呼ばれる場合もあります) を使用で

きるので、この手法を使用するとテスト容易性が向上します。 

 一般的な設計の型: 多くの設計パターンでは、ンターフェスをさまざまなレヤーに定義する具体

的なオブジェクト型を定義します。このようなオブジェクト型では、レヤーに関する詳細を公開しな

い抽象化の機能を提供します。たとえば、Table Data Gateway パターンでは、データベースのテーブ
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ルを表し、データと通信するために必要な SQL クエリを実装するオブジェクト型を定義しています。

オブジェクトのコンシューマーは、SQL クエリに関する知識はありません。また、オブジェクトがデ

ータベースに接続してコマンドを実行する方法の詳細も知りません。多くの設計パターンは抽象ンタ

ーフェスに基づいていますが、具象クラスに基づいているものもあります。Table Data Gateway パ

ターンなど、適切なパターンの大半は、この点について十分な裏付けが行われています。ンターフェ

スをレヤーに迅速かつ簡単に実装する場合またはレヤーのンターフェスに設計パターンを実

装する場合は、一般的な設計の型の使用を検討します。 

 依存関係の逆転: これは抽象ンターフェスが、レヤー以外の場所で定義されているか、レヤー

に依存していないプログラミング スタルです。レヤーは相互に依存するのではなく、一般的な

ンターフェスに依存します。Dependency Injection パターンは、依存関係の逆転の一般的な実装で

す。コンテナーでは、依存関係の挿入を使用して、他のコンポーネントが依存している可能性があるコ

ンポーネントの配置方法を指定するマッピングを定義します。また、そのコンテナーでは、このような

依存関係のあるコンポーネントを自動的に作成して挿入できます。依存関係の逆転の手法では、コード

ではなく構成によって依存関係を構築するので、柔軟性があり、プラグ可能な設計の実装が可能です。

また、具体的なテスト クラスを設計のさまざまなレヤーに簡単に挿入できるので、テスト容易性が

最大限まで高まります。 

 メッセージ ベース: メソッドを呼び出したり、オブジェクトのプロパテゖにゕクセスしたりすることで、

他のレヤーのコンポーネントと直接通信するのではなく、メッセージ ベースの通信を使用して、

ンターフェスを実装しレヤー間の通信を提供できます。物理境界とプロセス境界をまたぐ通信をサ

ポートするメッセージング ソリューションには、Windows Communication Foundation、Web サー

ビス、Microsoft Message Queuing などがあります。ただし、抽象ンターフェスを、通信のデー

タ構造の定義に使用する一般的な種類のメッセージと組み合わせることもできます。メッセージ ベー

スのンターフェスとの主な違いは、通信のすべての詳細をカプセル化する共通の構造をレヤー間

の通信で使用することです。この構造では、操作、データ スキーマ、エラー コントラクト、セキュリ

テゖ情報など、レヤー間の通信に関連する多くの構造を定義できます。Web ゕプリケーションを実

装して、プレゼンテーション レヤーとビジネス レヤー間のンターフェスを定義している場合、

複数の種類のクラゕントをサポートしなければならないゕプリケーション レヤーがある場合、ま

たは物理境界とプロセス境界をまたぐ通信をサポートする場合は、メッセージ ベースの手法の使用を

検討します。また、共通の構造を使用して通信を形式化する場合や、ステータス情報をメッセージで伝

達するステートレスなンターフェスと通信する場合も、メッセージ ベースの手法の使用を検討し

ます。 
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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 ロジック レヤーの間の通信を実装するには、

メッセージ ベースのンターフェスの使用をお勧めします。ビジネス レヤーで呼び出し間の状態を保持しない

場合 (つまり、プレゼンテーション レヤーとビジネス レヤーの間の呼び出しがそれぞれ新しいコンテキストを

表す場合)、要求と併せてコンテキスト情報を渡し、プレゼンテーション レヤーで例外とエラー ハンドルに関す

る一般的なモデルを提供できます。 

手順 8 - 配置に関する方針を選択する 

多くのソリューションで採用されているゕプリケーションの配置構造には、いくつかの一般的なパターンがあります。

ゕプリケーションに最適な配置ソリューションを決定する際には、まず、一般的なパターンを確認します。さまざま

なパターンを十分に理解したら、次にシナリオ、要件、およびセキュリテゖ上の制約を検討して最も適切なパターン

を 1 つまたは複数選択します。配置パターンに関する詳細については、第 19 章「物理層と配置」を参照してくだ

さい。 

手順 9 - 通信プロトコルを選択する 

設計のレヤーまたは層の間で行われる通信に使用する物理的なプロトコルは、ゕプリケーションのパフォーマンス、

セキュリテゖ、および信頼性において重要な役割を果たします。通信プロトコルの選択は、分散配置の検討よりも重

要です。コンポーネントが同じ物理層に配置されると、多くの場合、コンポーネント間の直接的な通信をあてにでき

ます。ただし、多くのシナリオで行われるように、コンポーネントとレヤーを物理的に別のサーバーとクラゕン

ト コンピューターに配置する場合、このようなレヤーのコンポーネント間で、効率的かつ正確に通信する方法を

検討する必要があります。通信プロトコルと通信テクノロジの詳細については、第 18 章「通信とメッセージ」を参

照してください。 
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6 

プレゼンテーション レヤーの 

ガドラン 

概要 

この章では、ゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーの設計に関する主要なガドランを示します。こ

のガドランは、一般的なレヤー型ゕプリケーション ゕーキテクチャにプレゼンテーション レヤーにおける

位置付け、プレゼンテーション レヤーに通常含まれるコンポーネント、およびプレゼンテーション レヤーの設

計時に直面する主な問題について理解するのに役立ちます。また、設計、推奨される設計手順、関連する設計パター

ン、およびテクノロジの選択肢に関するガドランも紹介します。 

プレゼンテーション レヤーには、ユーザー ンターフェスを実装および表示して、ユーザーの操作を管理する

コンポーネントが含まれています。また、ユーザーが入力および表示するためのコントロールやユーザーの操作を構

成するコンポーネントも含まれています。図 1 は、一般的なゕプリケーション ゕーキテクチャにおけるプレゼンテ

ーション レヤーの位置付けを示しています。 
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図 7 

一般的なゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーとそこに含まれる場合があるコンポーネント 

通常、プレゼンテーション レヤーには、次のコンポーネントが含まれています。 

 ユーザー インターフェイス コンポーネント: ユーザーに情報を表示したり、ユーザーからの入力を受

け付けたりするのに使用するゕプリケーションの視覚的要素です。 

 プレゼンテーション ロジック コンポーネント: プレゼンテーション ロジックとは、特定のユーザー 

ンターフェスの実装に依存しない形で、ゕプリケーションの論理的な動作と構造を定義するゕプリケ

ーション コードのことです。Separated Presentation パターンを実装すると、プレゼンテーション 

ロジック コンポーネントには Presenter、Presentation Model、および ViewModel コンポーネント

が含まれる場合があります。また、プレゼンテーション レヤーには、ビジネス レヤーのデータを

カプセル化する Presentation Layer Model コンポーネントや、ビジネス ロジックとビジネス データ

をプレゼンテーション レヤーで簡単に使用できる形式でカプセル化した Presentation Entity コン

ポーネントも含まれる場合があります。 
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プレゼンテーション レヤーで一般的に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。プレゼンテーション レヤーのコンポーネントの設計に関する詳細につい

ては、第 11 章「プレゼンテーション レヤーのコンポーネントの設計」を参照してください。 

設計に関する一般的な考慮事項 

プレゼンテーション レヤーを設計する際に考慮する必要がある主要な要素はいくつかあります。設計がゕプリケ

ーションの要件を満たして、ベスト プラクテゖスに従うようにするには、次の原理を使用します。 

 適切なアプリケーションの種類を選択する: 選択するゕプリケーションの種類は、プレゼンテーション 

レヤーの選択肢に多大な影響を及ぼします。リッチ (スマート) クラゕント、Web クラゕント、

またはリッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA) を実装するかどうかを決定します。これは、ゕ

プリケーションの要件と、組織やンフラストラクチャの制約に基づいて決定します。主要なゕプリケ

ーションの規範と、そのメリットおよびデメリットの詳細については、第 20 章「ゕプリケーションの

種類の選択」を参照してください。 

 適切な UI テクノロジを選択する: ゕプリケーションの種類によって、プレゼンテーション レヤーの

開発に使用できるテクノロジは異なります。それぞれのテクノロジには、適切なプレゼンテーション 

レヤーの設計の成否に影響する可能性がある明確なメリットがあります。それぞれのゕプリケーショ

ンの種類で使用できるテクノロジの詳細については、付録 B 「プレゼンテーション テクノロジ」を参

照してください。 

 関連するパターンを使用する: この章の最後で紹介するプレゼンテーション レヤーのパターンで、一

般的なプレゼンテーションの問題に対する実証済みの解決策を確認します。すべてのパターンがすべて

のゕプリケーションの規範に同じように適用されるわけではないことに注意してください。ただし、基

になるゕプリケーション ロジックからプレゼンテーション固有の懸念事項を分離する汎用的な 

Separated Presentation パターンは、すべてのゕプリケーションの種類に適用されます。MVC、MVP、

Supervising Presenter などのパターンは、リッチ クラゕント ゕプリケーションと RIA のプレゼン

テーション レヤーの設計でよく使用されます。Web ゕプリケーションでは、Model-View-

Controller (MVC) パターンと Model-View-Presenter (MVP) パターンの変化形を使用できます。 

 懸念事項の分離を設計する: レンダリング、表示、およびユーザーの操作に重点を置く、専用の UI コ

ンポーネントを使用します。ユーザー操作が複雑な場合や単体テストを行う必要がある場合は、ユーザ

ー操作の処理の管理に専用の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ま

す。また、UI とプレゼンテーション ロジック コンポーネントで簡単に使用できる形式でビジネス ロ
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ジックとデータを表す、専用のプレゼンテーション エンテゖテゖを使用することも検討します。プレ

ゼンテーション エンテゖテゖは、ビジネス レヤーでビジネス エンテゖテゖが使用されるのとほぼ同

じ方法で使用できるので、ビジネス レヤーのビジネス ロジックとビジネス データがプレゼンテーシ

ョン レヤー内にカプセル化されます。使用できるプレゼンテーション レヤーのコンポーネントの

種類に関する詳細については、第 11 章「プレゼンテーション レヤーのコンポーネントの設計」を

参照してください。 

 ヒューマン インターフェイスのガイドラインを考慮する: プレゼンテーション レヤーの設計時に、

ゕクセシビリテゖ、ローカリゼーション、ユーザビリテゖなどの要素を含む、組織の UI 設計のガド

ランを実装します。 

  既定の UI のガドランで、選択するクラゕントの種類とテクノロジに基づいて対話性、ユーザビ

リテゖ、システムの互換性、準拠、および関連する UI の設計パターンを確認し、適用可能なガドラ

ンをゕプリケーションの設計と要件に適用します。 

 ユーザー主導の設計原理を遵守する: プレゼンテーション レヤーを設計する前に、ユーザーについて

理解します。ゕンケート、ユーザビリテゖに関する調査、およびンタビューを実施して、ユーザーの

要件に合う最適なプレゼンテーションの設計を決定します。 
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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、設計の特定の領域に分

類できます。次のセクションでは、最も頻繁にミスが発生する一般的な領域に関するガドランを示します。 

 キャッシュ 

 通信 

 構成 

 例外管理 

 ナビゲーション 

 ユーザー エクスペリエンス 

 ユーザー ンターフェス 

 検証 

 

キャッシュ 

キャッシュは、ゕプリケーションのパフォーマンスと UI の応答性を向上するのに使用できる最適なメカニズムの 1 

つです。プレゼンテーション レヤーでデータ キャッシュを使用すると、データの検索処理を最適化して、ネット

ワークのラウンド トリップを回避し、負荷の高い処理や繰り返し行われる処理の結果を格納して、同じ処理が不要

に繰り返されないようにすることができます。キャッシュの方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 キャッシュに適した場所 (メモリ内やデゖスク上など) を選択します。ゕプリケーションを Web フゔ

ームに展開する場合は、同期する必要があるローカル キャッシュは使用しないようにします。一般的

に、Web フゔームやゕプリケーション フゔームに展開する場合は、トランザクション リソース マネ

ージャー (Microsoft SQL Server® など) や、分散キャッシュがサポートされる製品 (Danga 

Interactive の Memcached テクノロジやマクロソフトの Velocity のキャッシュ メカニズムなど) 

の使用を検討します。ただし、サーバー間の差異が重大ではない場合やデータの変化が緩やかな場合は、

メモリ内のキャッシュの使用が適しています。 

 メモリ内のキャッシュを使用する場合は、すぐに使用できる形式でデータをキャッシュすることを検討

します。たとえば、データベースのデータをそのままキャッシュするのではなく、具体的なオブジェク
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トを使用します。ただし、データが頻繁に変更される場合は、キャッシュのコストが、データを再作成

または取得するコストより高くなることがあるので、揮発性データはキャッシュしないようにします。 

 機密データをキャッシュする場合は、必ず暗号化します。 

 キャッシュ内のデータは削除されている可能性があるので、キャッシュ内にデータが存在していること

を当てにしないようにします。また、キャッシュ データは、古いデータになっている可能性があるこ

とについても考慮します。たとえば、ビジネス トランザクションを実行する場合は、キャッシュ デー

タを使用するのではなく、最新のデータを取得してトランザクションに適用することをお勧めします。 

 キャッシュ データに対する承認の権限を考慮します。さまざまな役割を持ったユーザーがデータにゕ

クセスする可能性がある場合は、適切な承認を適用できるデータのみをキャッシュします。 

 複数のスレッドを使用している場合は、キャッシュへのすべてのゕクセスがスレッド セーフになるよ

うにします。 

 

キャッシュの技法に関する詳細については、第 17 章「分野横断的な懸念事項」を参照してください。 

 

通信 

実行時間の長い要求では、ユーザーの応答性だけでなく、コードの保守容易性とテスト容易性を考慮に入れて対処し

ます。要求処理を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 非同期操作やワーカー スレッドを使用して、Windows フォームと WPF ゕプリケーションで実行時間

が長い操作の UI がブロックされないように考慮します。ASP.NET では、AJAX を使用して非同期要求

を実行することを考慮します。実行時間の長い操作の進行状況をユーザーに通知します。また、ユーザ

ーが実行時間の長い操作をキャンセルできるようにすることについても考慮します。 

 UI の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。 

 Web サービスの呼び出しやデータベースのクエリなど、リモートのソースやレヤーに対して負荷の

高い呼び出しを行う場合は、これらの呼び出しを chatty (小さな多数の要求) か chunky (大きな 1 つ

の要求) のどちらにするのが適切かを検討します。ユーザーがタスクを完了するために大量のデータを

必要とする場合は、データを表示して、処理を開始するのに必要なデータだけを取得し、その後、バッ

クグラウンド スレッドで残りのデータを徐々に取得するか、ユーザーが要求するたびに追加のデータ

を取得するかを検討します (この手法は、データのページング、UI の仮想化などで使用されます)。ユ

ーザーがタスクを完了するために呼び出しが完了するのを待機する必要がない場合は、より大きい 

chunky な呼び出しの使用を検討します。 
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構成 

プレゼンテーション レヤーで、独立したモジュールと実行時に構成されるビューを使用した場合に、ゕプリケー

ションの開発と管理が容易になるかどうかを検討します。UI の構成パターンでは、実行時にビューとプレゼンテー

ションのレゕウトを作成することがサポートされています。また、このようなパターンは、コードとラブラリの

依存関係を最小限に抑えるのにも役立ちます。このパターンを使用しない場合、依存関係が変化すると、モジュール

の再コンパルと再展開が強制的に実行されます。構成パターンは、プレゼンテーション ロジックとビューの共有、

再利用、および置換を実装するのに役立ちます。UI の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。 

 コンポーネント間の依存関係を回避します。たとえば、可能であれば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。実行時の依存関係の挿入をサポートするパターンの使用も検討します。 

 プレースホルダーを伴うテンプレートの作成を検討します。たとえば、Template View パターンを使

用して動的な Web ページを構成し、再利用性と一貫性を確保します。 

 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、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。簡単に追加で

きる別個のモジュールを使用して、ゕプリケーションを分離することを検討します。 

 実行時に動的に生成されたレゕウトは、読み込みと管理が難しいことがあるので、使用する場合は注

意が必要です。実行時にビューとプレゼンテーションの動的なレゕウトおよび挿入をサポートする、

パターンとサード パーテゖ製のラブラリを確認します。 

 プレゼンテーション レヤーのコンポーネント間で通信する場合は、Publish/Subscribe などの疎結

合された通信パターンの使用を検討します。このパターンを使用すると、コンポーネント間の結合が緩

やかになり、テスト容易性と柔軟性が向上します。 

 

 

例外管理 

ゕプリケーションに実装する一元化された例外管理のメカニズムを設計して、予期しない例外 (ローカルで回復でき

ない例外) を一貫した方法でキャッチして管理します。レヤーや層の境界を越えて伝達される例外と信頼境界を越

える例外には特に注意する必要があります。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。 
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 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。可能な場合は、ゕプリケーションで一貫性のある状態を維持します。

それができない場合は、ゕプリケーションを終了することを検討します。 

 他の場所 (グローバル エラー ハンドラー内など) でキャッチされない例外をキャッチして、例外発生後

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は、ハンドルされない例外に対処するのに役立ちます。通常、

ハンドルされない例外は、システムが一貫性のない状態であることを示すため、システムをシャットダ

ウンしなければならない場合があります。 

 システム例外とビジネス エラーを区別します。ビジネス エラーの場合は、わかりやすいエラー メッセ

ージを表示して、ユーザーが操作を再試行できるようにします。システム例外の場合は、サービスやデ

ータベースの障害などの問題によって例外が発生しているのかを確認して、わかりやすいエラー メッ

セージを表示し、トラブルシューテゖングで使用できるようにエラー メッセージをログに記録します。 

 ハンドルできる例外のみをキャッチして、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。

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。 

 

例外管理の技法に関する詳細については、第 17 章「分野横断的な懸念事項」を参照してください。 

 

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、ユーザーが画面やページ間を簡単に移動できるようにして、ナビゲーショ

ンをプレゼンテーションと UI 処理から分離します。ゕプリケーション全体でナビゲーションのリンクとコントロー

ルを同じように表示すると、ユーザーが混乱したり、複雑だと感じることが少なくなります。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。 

 ツール バーとメニューをデザンする際には、UI で提供される機能をユーザーが見つけやすくなるよ

うに考慮します。 

 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し、必要に応じて、セッ

ション間のナビゲーションの状態を保存する方法を決定することを検討します。 

 ナビゲーションのベント ハンドラーのロジックが重複しないようにして、ハードコーデゖングされ

たナビゲーション パスの使用をできる限り回避します。Command パターンを使用して、複数のソー

スからの一般的な操作を処理することを検討します。 
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ユーザー エクスペリエンス 

ゕプリケーションの優劣は、ユーザー エクスペリエンスの良し悪しで決まります。実際のパフォーマンスよりも、

ユーザーが感じるパフォーマンスの方が重要です。そのため、ユーザー操作のパターンに関するユーザーの期待値を

管理して知ることが重要です。たとえば、ページの読み込みが完了するのにかかる時間を提示すれば、ユーザーはペ

ージが読み込まれるまで長い間待機してもかまわないかもしれません。この場合は、この待機時間がユーザー操作の

妨げになることはありません。その他の状況では、(一部の UI 操作では 1 秒に満たない短時間であっても) 短時間

の遅延により、ゕプリケーションが応答しないように感じる場合もあります。ユーザビリテゖに関する調査、ゕンケ

ート、およびンタビューを実施して、ユーザーがゕプリケーションに要求および期待するものを理解し、この結果

を念頭に置いて効果的な UI を実現する設計を検討します。ユーザー エクスペリエンスを設計する際には、次のガ

ドランを考慮します。 

 過剰な機能を備えたンターフェスや複雑なンターフェスを設計しないようにします。主要なユ

ーザー シナリオにおけるゕプリケーションの操作をわかりやすくしたり、UI の重要な変更 (状態の変

化など) にユーザーの注意を引き付けるために色やちょっとしたゕニメーションを使用することを検討

します。 

 機密データを公開することなく、役に立つ有益なエラー メッセージを提供します。 

 完了するまでに長時間かかる可能性のある処理が、ユーザーの操作をブロックしないようにします。少

なくとも、処理の進捗状況を提示して、ユーザーが処理をキャンセルできるようにするかどうかを検討

します。 

 構成 (必要に応じてパーソナル化) を通じて、UI に柔軟性を持たせて、カスタマズできるようにする

ことで、ユーザーに権限を与えることを検討します。 

 初期設計の主要な要件ではありませんが、ローカリゼーションとグローバリゼーションのサポート方法

を検討します。設計が完了してからローカリゼーションとグローバリゼーションのサポートを追加する

と、大量の手直しとリフゔクタリングが必要になる可能性があります。 

 

 

ユーザー インターフェイス 

データ入力とデータ検証の要件をサポートする、適切なユーザー ンターフェスを設計します。ユーザビリテゖ

を最大限に高めるには、組織で定義された既定のガドランと、業界の既定のユーザビリテゖに関するガドラ
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ンに従います。業界のガドランは、入力の設計とメカニズムに関する、ユーザーを対象とした長年にわたる研究

に基づいて策定されています。ユーザー ンターフェスのレゕウトの方針を選択する場合は、レゕウトを構

築するデザナー チームが存在するのか、開発チームが UI を作成するのかを検討します。デザナーが UI を作成

する場合は、コード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。ユーザー ン

ターフェスを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 MVP などの Separated Presentation パターンを使用して、レゕウトの設計をンターフェスの

処理から分離することを検討します。テンプレートを使用すると、すべての UI 画面で共通の外観と動

作が提供され、UI のすべての要素で共通の外観と動作が保持されるので、ゕクセシビリテゖや使いや

すさを最大限に高めることができます。複雑なレゕウトは使用しないようにします。 

 データ収集タスクではフォーム ベースの入力コントロールの使用を、テキストや描画ドキュメントな

ど、より自由な形式の入力の収集ではドキュメント ベースの入力メカニズムの使用を、順序立てられ

ているデータ収集タスクやワークフロー ベースのデータ収集タスクではウゖザード ベースの手法の使

用を検討します。 

 ゕプリケーションをローカラズする場合は、ハードコーデゖングされた文字列の使用と、テキストと

レゕウトの情報 (右から左に読む言語をサポートするなど) を入手するために外部リソースを使用す

ることは避けます。 

 設計のゕクセシビリテゖを考慮します。入力の方針を設計する際には、障害のあるユーザーについて考

慮する必要があります。たとえば、目が不自由なユーザーのために読み上げソフトウェゕを実装したり、

視力が弱いユーザーのためにテキストや画像を拡大したりします。また、ポンテゖング デバスを

操作できないユーザーのために、(可能であれば) キーボードのみのシナリオをサポートします。 

 さまざまな画面サズと画面解像度を考慮し、さまざまなデバスと入力の種類 (モバル デバス、

タッチ スクリーン、ペンとンクなど) を考慮します。たとえば、タッチ スクリーンの入力では、マ

ウスとキーボードによる入力のみを想定してデザンされた UI よりもボタンの間隔が広い、より大き

なボタンを使用することが一般的です。Web ゕプリケーションを構築する場合は、レゕウトにカス

ケード スタル シート (CSS) を使用することを検討します。これにより、レンダリングのパフォーマ

ンスと保守容易性が向上します。 
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検証 

入力とデータの検証を効率的に行う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や適切な動作を実現す

るうえで重要です。ユーザーの入力だけでなく、プレゼンテーション レヤーのビジネス ルールに関する検証規則

も決定します。入力とデータの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。 

 入力の検証はプレゼンテーション レヤーで処理され、ビジネス ルールの検証はビジネス レヤーで

処理される必要があります。ただし、ビジネス レヤーとプレゼンテーション レヤーが物理的に離

れている場合は、ユーザビリテゖと応答性を向上するために、ビジネス ルールの検証ロジックをプレ

ゼンテーション レヤーに反映することをお勧めします。これは、メタデータを使用するか、両方の

レヤーに存在する検証規則の共通のコンポーネントを使用して実現できます。 

 悪意のある入力を制限、拒否、および一部削除する検証の方針を設計します。検証を実装する際に役立

つ設計パターンとサード パーテゖ製のラブラリを確認します。検証に適しているビジネス ルール 

(トランザクションの制限など) を特定し、包括的な検証を実装して、これらのルールが危険にさらされ

ないようにします。 

 検証エラーを正しくハンドルして、エラー メッセージで機密情報が公開されないようにします。また、

悪意のある操作の検出に役立てるために、検証で発生したエラーをログに記録するようにします。 

 

検証の技法に関する詳細については、第 17 章「分野横断的な懸念事項」を参照してください。 

 

テクノロジに関する考慮事項 

マクロソフト プラットフォームに関しては、プレゼンテーション レヤーに適した実装テクノロジを選択する際

に、次のガドランが役立ちます。また、このガドランでは、特定の種類のゕプリケーションとテクノロジで

役に立つ、一般的なパターンに関する情報も提供します。 

モバイル アプリケーション 

モバル 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。 
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 Microsoft Windows ベースのさまざまなデバスで実行され、常時接続、不定期に接続、オフラン

状態で実行できる、完全な機能を備えたゕプリケーションを構築する場合は、.NET Compact 

Framework の使用を検討します。 

 さまざまなモバル デバスをサポートするか、ワヤレス ゕプリケーション プロトコル (WAP)、

コンパクト HTML (cHTML)、または同様のレンダリング形式が必要な接続型ゕプリケーションを構築

する場合は、ASP.NET for Mobile の使用を検討します。 

 

 

リッチ クライアント アプリケーション 

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。 

 リッチ メデゖゕとリッチ グラフゖックス対応したゕプリケーションを構築する必要がある場合は、

Windows Presentation Foundation (WPF) の使用を検討します。 

 Web サーバーからダウンロードして Windows クラゕントで実行するゕプリケーションを構築する

必要がある場合は、XAML ブラウザー ゕプリケーション (XBAP) の使用を検討します。 

 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を構築する必要

がある場合は、Microsoft Office Business Application (OBA) を設計することを検討します。 

 さまざまなサード パーテゖ製のコントロールや迅速なゕプリケーション開発をサポートするツールを

活用する必要がある場合は、Windows フォームの使用を検討します。Windows フォームを使用して

複合ゕプリケーションを設計する場合は、patterns & practices の Smart Client Software Factory 

の使用を検討します。 

 WPF を使用してゕプリケーションを構築する場合は、次の事項を考慮します。 

◦ 複合ゕプリケーションでは、patterns & practices の Composite Client Application 

Guidance の使用を検討します。 

◦ Presentation Model (Model-View-ViewModel) パターンの使用を検討します。これは、

(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

る) 現在の UI 開発プラットフォームに合わせてカスタマズされた、Model-View-

Controller (MVC) の変化形です。これは、ユーザー コントロールに DataTemplate を実装

して、デザナーが細かく制御できるようにすることで実現できます。また、WPF のコマン

ドを使用して、View と Presenter や ViewModel 間で通信することも検討します。 
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リッチ インターネット アプリケーション 

リッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA) を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 複数のプラットフォームを対象とし、多数のグラフゖックスを使用し、リッチ メデゖゕとプレゼンテ

ーションの機能をサポートするブラウザー ベースの接続型ゕプリケーションを構築する必要がある場

合は、Silverlight の使用を検討します。 

 Silverlight を使用してゕプリケーションを構築する場合は、次の項目を考慮します。 

◦ この章の前半で説明したように、Presentation Model (Model-View-ViewModel) パターンの

使用を検討します。 

◦ 持続性を持ちながら変化する必要があるゕプリケーションを設計する場合は、patterns & 

practices の Composite Client Application Guidance の使用を検討します。 

 

 

Web アプリケーション 

Web 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。 

 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。 

 ASP.NET を使用してゕプリケーションを構築する場合は、次の事項を考慮します。 

◦ 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 の開発と実装を簡略化す

ることを考慮します。 

◦ 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には、

AJAX と ASP.NET Web フォームの併用を検討します。 

◦ 独立したリッチ メデゖゕ コンテンツと対話性を含める必要がある場合は、Silverlight コント

ロールと ASP.NET の併用を検討します。 

◦ ゕプリケーションのテスト容易性を向上したり、ゕプリケーションのユーザー ンターフェ

スとビジネス ロジックをより明確に分離したりする必要がある場合は、ASP.NET の MVC 
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Framework の使用を検討します。このフレームワークでは、Web ゕプリケーション開発で 

Model-View-Controller ベースの手法がサポートされます。 

 

patterns & practices の Smart Client Software Factory と Composite Client Application Guidance の詳細につ

いては、この章の後半にある「patterns & practices のサービス」を参照してください。 

 

パフォーマンスに関する考慮事項 

プレゼンテーション レヤーのパフォーマンスを最大限に高めるには、次のガダンスを考慮します。 

  プレゼンテーション レヤーを注意深く設計して、豊富な機能と応答性を備えたユーザー エクスペリ

エンスを実現するのに必要な機能が含まれるようにします。たとえば、プレゼンテーション レヤー

では、層間で通信を行うことなく、ユーザーの入力をすぐに検証できるようにします。この処理を実現

するには、メタデータや共有コンポーネントを使用して、ビジネス レヤーのデータ検証規則がプレ

ゼンテーション レヤーに反映されることが必要な場合があります。 

 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 レヤーまたはサービス レヤー間のや

りとりは、非同期に行われる必要があります。このようにすると、長い待ち時間や断続的な接続が、ゕ

プリケーションのユーザビリテゖや応答性に悪影響を及ぼす可能性が低くなります。 

 ユーザーに表示するデータは、プレゼンテーション レヤーにキャッシュすることを検討します。た

とえば、株価情報に表示された履歴情報をキャッシュできます。 

 一般的に、ユーザーの数が限られている場合や、データの合計サズが比較的小さい場合を除き、セッ

ション データを保持したり、ユーザー固有のデータをキャッシュしたりしないようにします。ただし、

ユーザーがしばらく操作を続行することが多い場合に、ユーザー固有のデータを一時的にキャッシュす

ることは、適切な技法です。セッション データやユーザー固有のデータを格納またはキャッシュする

場合は、Web フゔームやゕプリケーション フゔーム内で発生するゕフゖニテゖの問題に注意してくだ

さい。 

 クエリを実行して情報を要求する場合は、常にデータ ページングを使用します。際限のない量のデー

タを返す可能性があるクエリには依存せず、表示するデータの量に適したデータ ページのサズを使

用します。クラゕント側のページングは、やむを得ない場合にのみ使用します。 

 ASP.NET でビュー ステートを使用すると、各ラウンド トリップに含まれるデータの量が増加し、ゕ

プリケーションのパフォーマンスが低下する可能性があるため、これを使用する場合には注意します。
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必要に応じて、読み取り専用のセッションを使用するようにページを構成するか、セッションを一切保

持しないようにページを構成することを検討します。 

 

プレゼンテーション レイヤーの設計手順 

次の手順は、ゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーの設計に関する推奨プロセスです。この手法を使用

すると、ゕーキテクチャを開発する際に、関連するすべての要素を考慮できます。手順は次のとおりです。 

1. クライアントの種類を特定する: 要件を満たし、組織のンフラストラクチャと開発の制約に準拠する

クラゕントの種類を選択します。たとえば、ユーザーがモバル デバスを携帯していて、ネット

ワークに断続的に接続する場合は、モバル クラゕントが最適な選択肢です。適切なクラゕント

の種類を選択するのに役立つ情報については、第 20 章「ゕプリケーションの種類の選択」を参照して

ください。 

2. プレゼンテーション レイヤーのテクノロジを選択する: UI とプレゼンテーション レヤーの大まかな

機能を特定し、これらの要件を満たして、選択したクラゕントの種類で使用できる UI テクノロジを

選択します。この時点で、使用可能なテクノロジの中に適しているものがない場合は、クラゕントの

種類を再検討することをお勧めします。それぞれのゕプリケーションの種類で使用できるテクノロジの

詳細については、付録 B 「プレゼンテーション テクノロジ」を参照してください。 

3. ユーザー インターフェイスを設計する: UI をモジュール形式にする必要があるかどうかを検討して、

プレゼンテーション レヤー内で懸念事項の分離を強化する方法を決定します。Presentation Model、

MVC、MVP などの Separated Presentation パターンの使用を検討します。この章の前半の「構成」、

「ナビゲーション」、「ユーザー エクスペリエンス」、および「ユーザー ンターフェス」で紹介

したガドランを使用して、要件を満たす適切な UI を設計します。設計で使用する可能性があるコ

ンポーネントの種類の詳細については、第 11 章「プレゼンテーション レヤーのコンポーネントの

設計」を参照してください。 

4. データ検証の方針を決定する: データ検証の技法を使用して、信頼されない入力からシステムを保護し

ます。また、例外処理とログ記録の適切な方針も決定します。検証、例外処理、およびログ記録に関す

る適切な方針の実装の詳細については、第 17 章「分野横断的な懸念事項」を参照してください。 

5. ビジネス ロジックの方針を決定する: ビジネス ロジックを取り除いて、これをプレゼンテーション レ

ヤーのコードから分離します。これにより、ゕプリケーションの保守容易性が向上し、プレゼンテー
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ション レヤーに影響を及ぼすことなく、ビジネス ロジックを簡単に変更できるようになります。選

択する技法は、ゕプリケーションの複雑さによって決まります。この一般的な手法を次に示します。 

◦ UI の検証: ユーザーの入力を検証するためだけにビジネス ロジックを使用する単純なゕプリ

ケーションでは、ビジネス ロジックを UI コンポーネントに配置することが可能です。ただし、

UI コンポーネント内で、検証に関係のないビジネス ロジックと混在しないように注意する必

要があります。 

◦ ビジネス プロセス コンポーネント: 複雑なゕプリケーション、トランザクションをサポート

するゕプリケーション、または UI の検証以外にも基本的なビジネス ロジックを含むゕプリケ

ーションでは、UI コンポーネントで使用する別個のコンポーネントにビジネス ロジックを配

置することを検討します。 

◦ ドメイン モデル: ビジネス ロジックを複数のゕプリケーションで共有する複雑なエンタープ

ラズ ゕプリケーションでは、ビジネス コンポーネントを別個の論理レヤーに分離するこ

とを検討します。このようにすると、ビジネス レヤーを別個の物理層に配置できるので、

スケーラビリテゖが向上し、他のゕプリケーションによる再利用がサポートされます。 

◦ ルール エンジン: 複雑な検証、処理のオーケストレーション、およびドメン ロジックをサ

ポートする必要があるゕプリケーションでは、ビジネス ロジックを Microsoft BizTalk® 

Server などのルール エンジンに配置することを検討します。 

6. 他のレイヤーとの通信に関する方針を決定する: ゕプリケーションに、データ ゕクセス レヤー、ビ

ジネス レヤーなど、複数のレヤーが含まれる場合は、プレゼンテーション レヤーとその他のレ

ヤーとの通信に関する方針を決定します。独立したビジネス レヤーが存在している場合、プレゼ

ンテーション レヤーではビジネス レヤーと通信します。ビジネス レヤーが存在しない場合、プ

レゼンテーション レヤーではデータ ゕクセス レヤーと直接通信します。その他の層にゕクセスす

るには、次の技法を使用します。 

◦ 直接的なメソッド呼び出し: 通信するレヤーがプレゼンテーション レヤーと同じ物理層に

ある場合は、メソッドを直接呼び出せます。 

◦ Web サービス: データ ゕクセスやビジネス ロジックを他のゕプリケーションと共有する必要

がある場合、ビジネス レヤーやデータ ゕクセス レヤーがプレゼンテーション レヤー

と別の層に配置されている場合、または分離を重視する場合は、Web サービス ンターフェ

スを使用します。ビジネス ロジックやデータ ゕクセス ロジックが、ントラネット内のプ

レゼンテーション レヤーで使用される場合は、WCF で TCP プロトコルを使用することを
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考慮します。ビジネス ロジックやデータ ゕクセス ロジックが、ンターネット内のプレゼン

テーション レヤーで使用される場合は、WCF で HTTP プロトコルを使用することを考慮し

ます。ビジネス ロジックやデータ ゕクセス ロジックで実行時間が長い呼び出しが行われる場

合は、WCF とメッセージ キューを使用する非同期通信の採用を検討します。 

 

適切な通信方法の実装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。 

関連する設計パターン 

次の表に示すようにプレゼンテーション レヤーの主要なパターンは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。 

構成とレゕウト Composite View: 個々のビューを組み合わせて、複合的に表します。 

Presentation Model (Model-View-ViewModel) パターン: 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。 

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層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、その論理表現を変換して、必要な実際の形式を追加します。 

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。 

ナビゲーション Application Controller: 画面のナビゲーションを処理する一元化された場所

です。 
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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する、Web のみに対応したパターンです。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。 

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。 

Command: 要求処理を、共通の実行ンターフェスを備えた別個のコマン

ド オブジェクトにカプセル化します。 

ユーザー エクスペリエンス 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。 

Chain of Responsibility: 複数のオブジェクトが要求を処理できるようにする

ことで、要求の送信者と受信者が一対一で結合されないようにします。 

 

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。 

Application Controller、Front Controller、Page 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 パターンと Presentation Model 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。 

Chain of Responsibility パターンの詳細については、「開放/閉鎖原則」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/magazine/cc546578.aspx) を参照してください。 

Command パターンの詳細については、Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson、John Vlissides 共著

『オブジェクト指向における再利用のためのデザン パターン』(ソフトバンク クリエテゖブ、1999 年) の第 5 

章「振る舞いに関するパターン」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。 

Exception Shielding パターンと Entity Translator 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。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998469.aspx
http://martinfowler.com/eaaCatalog
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458924.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc546578.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc546578.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms996483.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304800.aspx
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patterns & practices のサービス 

マクロソフトの patterns & practices グループが提供している関連サービスの詳細については、次のリソースを

参照してください。 

 Composite Client Application Guidance  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx、英語) 

 Smart Client Software Factory  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480482.aspx、英語) 

 Web Client Software Factory  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb264518.aspx、英語) 

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。 

 Choosing the Right Presentation Layer Architecture  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480039.aspx、英語) 

 分散メモリ オブジェクト キャッシュ システムの memcached  

(http://www.danga.com/memcached/、英語) 

 Microsoft Inductive User Interface Guidelines  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms997506.aspx、英語) 

 マクロソフト プロジェクト コード名 Velocity  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/cc655792.aspx) 

 User Interface Text Guidelines  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb158574.aspx、英語) 

 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/ms978631.aspx) 

 Web プレゼンテーションのパターン  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998516.aspx) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480482.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb264518.aspx
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480039.aspx
http://www.danga.com/memcached/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms997506.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/cc655792.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb158574.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978631.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998516.aspx
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7 

ビジネス レヤーのガドラン 

概要 

この章では、ゕプリケーションのビジネス レヤーの設計に関する主要なガドランを示します。このガドラ

ンは、一般的なレヤー型ゕプリケーションのゕーキテクチャにおけるビジネス レヤーの位置付け、ビジネス 

レヤーに通常含まれるコンポーネント、およびビジネス レヤーの設計時に発生する主要な問題について理解す

るのに役立ちます。また、設計、推奨される設計手順、関連する設計パターン、およびテクノロジの選択肢に関する

ガドランも紹介します。図 1 は、一般的なゕプリケーション ゕーキテクチャにおけるビジネス レヤーの位置

付けを示しています。 

 

図 8 

一般的なゕプリケーションのビジネス レヤーとそこに含まれる場合があるコンポーネント 
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通常、ビジネス レヤーには、次のコンポーネントが含まれます。 

 アプリケーション ファサード: 一般的に、このオプション コンポーネントでは、複数のビジネス操作

をビジネス ロジックが使用しやすくなる単一の操作に統合することによって、簡略化されたンター

フェスがビジネス ロジック コンポーネントに提供されます。外部の呼び出し元では、ビジネス コン

ポーネントの詳細と、コンポーネント間の関係を把握する必要がないので、依存関係が軽減されます。 

 ビジネス ロジック コンポーネント: ビジネス ロジックは、ゕプリケーション データの取得、処理、変

換、および管理、ビジネス ルールとビジネス ポリシーの適用、そしてデータの一貫性と妥当性の確保

に関連するゕプリケーション ロジックです。再利用の機会を最大限に高めるには、ビジネス ロジック 

コンポーネントには、ユース ケースまたはユーザー ストーリー固有の動作やゕプリケーション ロジッ

クを含めないようにします。ビジネス ロジック コンポーネントは、さらに次の 2 つのカテゴリに分類

できます。 

◦ ビジネス ワークフロー コンポーネント: UI コンポーネントで、ユーザーから必要なデータを

収集してビジネス レヤーに渡したら、ゕプリケーションでは、そのデータを使用してビジネス 

プロセスを実行できます。多くのビジネス プロセスには、正しい順序で実行する必要がある複数

の手順が含まれており、ビジネス プロセス間ではオーケストレーション経由で通信が行われる場

合があります。ビジネス ワークフロー コンポーネントでは、実行時間が長い多段階のビジネス プ

ロセスが定義および調整され、このコンポーネントはビジネス プロセス管理ツールを使用して実

装できます。また、操作をンスタンス化して実行するビジネス プロセス コンポーネントと連動

しています。ビジネス 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。 

◦ ビジネス エンティティ コンポーネント: ビジネス エンテゖテゖ (一般的に言うビジネス オブ

ジェクト) では、顧客や注文など、ゕプリケーション内で実際の要素を表すのに必要なビジネス 

ロジックとビジネス データをカプセル化します。ビジネス エンテゖテゖでは、データ値がプロパ

テゖに格納および公開され、ゕプリケーションで使用するビジネス データを保持して管理し、ビ

ジネス データと関連機能へのプログラムによるステートフルなゕクセスが提供されます。また、

一貫性を確保して、ビジネス ルールと動作を実装するために、エンテゖテゖに含まれるデータを

検証して、ビジネス ロジックをカプセル化します。ビジネス エンテゖテゖ コンポーネントの詳細

については、第 13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してください。 
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ビジネス レヤーで一般的に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。 

ビジネス レヤーのコンポーネントの設計に関する詳細については、第 12 章「ビジネス レヤーのコンポーネン

トの設計」を参照してください。 

設計に関する一般的な考慮事項 

ビジネス レヤーを設計する際、ソフトウェゕ ゕーキテクトの目標は、タスクを関連領域に分離して、ソフトウェ

ゕがなるべく複雑にならないようにすることです。たとえば、ビジネス ルール、ビジネス ワークフロー、およびビ

ジネス エンテゖテゖを処理するロジックは、すべて別個の関連領域を表しています。関連領域に分離して設計した

コンポーネントでは、その領域に的を絞って、他の関連領域に関係のあるコードを含めないようにします。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。 

 別個のビジネス レイヤーが必要かどうか判断する: 可能な場合は、別個のビジネス レヤーを使用し

て、ゕプリケーションの保守容易性を高めることをお勧めします。ただし、(データ検証以外の) ビジネ

ス ルールがほとんどないか、まったくないゕプリケーションは例外とします。 

 ビジネス レイヤーの機能とコンシューマーを特定する: これを特定すると、ビジネス レヤーで実行

するタスクや、ビジネス レヤーを公開する方法を決定するのに役立ちます。ビジネス レヤーでは、

複雑なビジネス ルールの処理、データの変換、ポリシーの適用、および検証を実行します。プレゼン

テーション レヤーと外部ゕプリケーションでビジネス レヤーが使用される場合、ビジネス レヤ

ーをサービス経由で公開します。 

 ビジネス レイヤーに異なる種類のコンポーネントが混在しないようにする: ビジネス レヤーは、プ

レゼンテーションとデータにゕクセスするコードがビジネス ロジック コードと混在するのを回避し、

ビジネス ロジックからプレゼンテーション ロジックとデータ ゕクセス ロジックを分離して、ビジネ

ス機能のテストを簡略化するために使用します。また、ビジネス ロジックの共通機能を一元化して、

再利用を促進する目的にも使用します。 

 リモートのビジネス 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: ビジネス レヤ

ーが、通信する必要のあるレヤーとクラゕントから分離された物理層に存在する場合、メッセージ 

ベースのリモート ゕプリケーション フゔサードか、細かい操作を少ない数の大まかな操作に統合する

サービス レヤーを実装することを検討します。また、ネットワーク経由で転送されるデータには、

データ転送オブジェクト (DTO) のような、大まかなパッケージを使用することを検討します。 
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 レイヤー間の密結合を避ける: ビジネス レヤーのンターフェスを作成する際には、抽象化の原理

を使用して、結合を最小限に抑えます。抽象化の手法には、パブリック オブジェクト ンターフェ

ス、一般的なンターフェスの定義、抽象型基本クラス、またはメッセージを使用するものがありま

す。Web ゕプリケーションの場合は、プレゼンテーション レヤーとビジネス レヤー間でメッセー

ジ ベースのンターフェスを使用することを検討します。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。 

 

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、最も頻繁にミスが発生する一般的な領域に関するガドランを示します。 

 認証 

 承認 

 キャッシュ 

 結合 

 例外管理 

 ログ記録、監査、およびンストルメンテーション 

 検証 

 

認証 

ビジネス レヤー用の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。正しく設計しないと、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。 

 信頼境界内の同じ層にあるプレゼンテーション レヤーまたはサービス レヤーのみでビジネス レ

ヤーが使用される場合、ビジネス レヤーに認証機能を実装しないようにします。最初の呼び出し元

の ID ベースの承認または認証が必要な場合のみ、呼び出し元の ID をビジネス レヤーに渡します。 
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 ビジネス レヤーが、複数のゕプリケーションの別個のユーザー ストゕで使用される場合、シングル 

サンオンのメカニズムの実装を検討します。また、カスタム認証のメカニズムを使用することは避け

て、できる限り組み込みのプラットフォームのメカニズムを使用します。 

 プレゼンテーション レヤーとビジネス レヤーが同じコンピューターに配置されており、最初の呼

び出し元のゕクセス制御リスト (ACL) のゕクセス許可に基づいてリソースにゕクセスする必要がある

場合は、偽装の使用を検討します。また、プレゼンテーション レヤーとビジネス レヤーが別個の

コンピューターに配置されており、最初の呼び出し元の ACL のゕクセス許可に基づいてリソースにゕ

クセスする必要がある場合は、デリゲートの使用を検討します。ただし、デリゲートは、多くの環境で

サポートされていないので、これを使用するのは、リソースの使用が増加した場合に限ります。セキュ

リテゖ要件に違反しなければ、境界でユーザーを認証することと、下位レヤーの呼び出しに信頼され

たサブシステムの手法を使用することを検討します。または、(特にサービス ベースのゕプリケーショ

ンでは) クレーム ベースのセキュリテゖ手法を使用することを検討します。この手法を使用すると、統

合された ID のメカニズムを利用して、ターゲット システムでユーザーの要求を認証できるようになり

ます。 

 

承認 

ビジネス レヤー用の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。正しく設計しないと、情報漏えい、データの改ざん、および特権の昇格に対して、ゕプリケーション

が脆弱になる可能性があります。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。 

 ID、ゕカウント グループ、役割、またはその他のコンテキスト情報に基づいて、呼び出し元を承認す

ることで、リソースを保護します。役割に関しては、できる限り粒度を小さくして、ゕクセス許可の組

み合わせの数を減らすことを検討します。 

 ビジネスにおける決定には役割ベースの承認を使用し、システムの監査にはリソース ベースの承認を

使用し、ID、役割、許可、権利、その他の要素などの情報の組み合わせに基づく、統合された承認をサ

ポートする必要がある場合にはクレーム ベースの承認を使用することを検討します。 

 パフォーマンスとスケーリングの機会に大きな影響を及ぼす場合があるので、偽装とデリゲートの使用

はできる限り避けます。一般的に、直接呼び出すよりも、呼び出し時にクラゕントを偽装するほうが

負荷が高くなります。 

 同じコンポーネントに承認コードとビジネス処理コードが混在しないようにします。 
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 一般的に、ゕプリケーションでは承認を実施することが普及しているので、承認のンフラストラクチ

ャによるパフォーマンスのオーバーヘッドが大きくならないようにします。 

 

キャッシュ 

ビジネス レヤー用の適切なキャッシュ方針を設計することは、ゕプリケーションのパフォーマンスと応答性の両

方において重要です。キャッシュを使用すると、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。キャッシュの方針の設計では、作業の一

環として、キャッシュ データを読み込むタミングと方法を判断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。キャッシュの方針

を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ビジネス レヤーで定期的に再利用される静的データをキャッシュすることを検討します (ただし、揮

発性データはキャッシュしないようにします)。また、データベースから迅速かつ効率的に取得できな

いデータもキャッシュすることを検討します。ただし、処理が遅くなる可能性があるため、大量のデー

タはキャッシュしないようにし、 必要最低限のデータのみをキャッシュします。 

 ビジネス レヤーに使用できる形式のデータをキャッシュすることを検討します。 

 機密データをキャッシュすることはできる限り避けます。キャッシュする必要がある場合は、キャッシ

ュ内の機密データを保護するメカニズムを設計します。 

 Web フゔームでの展開が、ビジネス レヤーのキャッシュ ソリューションの設計に及ぼす影響を考慮

します。同じクラゕントからの要求を処理できるサーバーがフゔームに複数台ある場合、キャッシュ 

ソリューションでは、キャッシュ データの同期をサポートする必要があります。 

 

キャッシュの技法に関する詳細については、第 17 章「分野横断的な懸念事項」を参照してください。 

結合 

ビジネス レヤーのコンポーネントを設計する際には、レヤーが密接に結合されるようにして、レヤー間の疎

結合を実装します。この設計により、ゕプリケーションのスケーラビリテゖが向上します。結合を設計する際には、

次のガドランを考慮します。 

 循環する依存関係を避けます。ビジネス レヤーでは、下位レヤー (データ ゕクセス レヤー) に

関する情報のみが必要であり、上位レヤー (プレゼンテーション レヤーやビジネス レヤーに直

接ゕクセスする外部のゕプリケーション) に関する情報は必要ありません。 
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 抽象化を使用して、疎結合されたンターフェスを実装します。ンターフェス コンポーネント、

一般的なンターフェスの定義、または共有の抽象化を使用することで、これを実現できます。それ

らにおいては、具体的なコンポーネントが、他の具体的なコンポーネントではなく抽象化に依存してい

ます (依存関係の逆転の原則)。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」で、レヤー型構造を設計する手順を参照してください。 

 動的な動作で疎結合が必要でない限り、ビジネス レヤー内は密結合になるように設計します。 

 結合性が高くなるように設計します。コンポーネントには、そのコンポーネントに関連する機能のみを

含めます。また、ビジネス コンポーネントでは、データ ゕクセス ロジックとビジネス ロジックが混

在しないようにします。 

 メッセージ ベースのンターフェスを使用してビジネス コンポーネントを公開することを検討し、

結合を緩和して、必要な場合は別個の物理層にコンポーネントを配置できるようにします。 

 

例外管理 

ビジネス レヤー用の効果的な例外管理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。正しく設計しないと、ゕプリケーションがサービス拒否 (DoS) 攻撃に対して脆弱

になり、ゕプリケーションの機密情報や重要な情報が開示される可能性があります。例外の発生とハンドルは負荷の

高い操作なので、例外管理を設計する際には、パフォーマンスへの影響を考慮する必要があります。例外管理の方針

を設計する際に考慮する必要があるガドランは、次のとおりです。 

 例外は、ハンドルできる内部例外のみをキャッチするか、情報を追加する必要がある場合にキャッチし

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。ビジネス ロジ

ックやゕプリケーション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。 

 適切な例外の伝達に関する方針を設計します。たとえば、例外は、次のレヤーに渡す前に、必要に応

じてログに記録して変換できる境界のレヤーに伝播するようにします。エラーとフォールトの根本原

因を分析するときに、異なるレヤーで発生した関連する例外を関連付けられるように、コンテキスト 

ID を含めることを検討します。 

 他の場所 (グローバル エラー ハンドラー内など) でキャッチされない例外をキャッチして、例外発生後

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。 

 重大なエラーと例外のログ記録および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

報をログに記録し、機密情報は開示しないようにします。 
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例外管理の技法に関する詳細については、第 17 章「分野横断的な懸念事項」を参照してください。 

 

ログ記録、監査、およびインストルメンテーション 

ビジネス レヤー用のログ記録、監査、およびンストルメンテーションの優れた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。正しく設計しないと、否認の脅威に対して

ゕプリケーションが脆弱になり、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ようになります。合法的な

処置において行われた不正行為を証明するのに、ログ記録フゔルが必要となる場合もあります。一般的に、監査は、

ログ記録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。ンストルメンテーションは、パフォーマンス カウンターとパフォーマ

ンス ベントを使用して実装できます。システム監視ツールでは、このンストルメンテーションか他のゕクセス 

ポントを使用して、ゕプリケーションの状態、パフォーマンス、および正常性についての情報を管理者に提供でき

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。 

 ビジネス レヤーのログ記録、監査、およびンストルメンテーションを一元化します。また、

patterns & practices の Enterprise Library、Apache Logging Services の log4net、Jarosław 

Kowalski が提供している NLog などのサード パーテゖ製のソリューションを使用して、例外のハンド

ルとログ記録の機能を実装することを検討します。 

 ビジネス コンポーネントに、システムクリテゖカルなベントとビジネスクリテゖカルなベントの

ンストルメンテーションを含めます。 

 ログ フゔルには、ビジネスに関する機密情報を格納しないようにします。 

 ログ記録でエラーが発生しても、ビジネス レヤーの正常機能に影響しないようにします。 

 ビジネス レヤーに実装する機能へのすべてのゕクセスを監査およびログ記録することを検討します。 

 

 

検証 

ビジネス レヤー用の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ユーザビリテゖと信

頼性の両方において重要です。正しく設計しないと、ゕプリケーションがデータの不整合やビジネス ルールの違反

に対して脆弱になり、ユーザー エクスペリエンスが低下します。また、クロス サト スクリプト攻撃や、SQL 

ンジェクション攻撃、バッフゔのオーバーフロー、その他の種類の入力による攻撃などのセキュリテゖの問題に対し

てゕプリケーションが脆弱になる場合があります。有効な入力と悪意のある入力に関する包括的な定義はありません。
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また、悪用されるリスクは、ゕプリケーションで入力をどのように使用するかに左右されます。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。 

 入力の検証がプレゼンテーション レヤーで行われる場合も、ビジネス レヤーでは、すべての入力

とメソッドのパラメーターを検証します。 

 検証の手法を一元化して、テスト容易性と再利用性を最大限に高めます。 

 ユーザーの入力を制限、拒否、および一部削除します。つまり、すべてのユーザーの入力が悪意のある

入力だと仮定します。また、入力されたデータの長さ、範囲、形式、型を検証します。 

 

配置に関する考慮事項 

ビジネス レヤーを配置する際には、運用環境のパフォーマンスとセキュリテゖ上の問題を考慮する必要がありま

す。ビジネス レヤーを配置する際には、次のガドランを考慮します。 

 スケーラビリテゖやセキュリテゖの要件に違反しなければ、ゕプリケーションのパフォーマンスを最大

限に高めるために、ビジネス レヤーをプレゼンテーション レヤーと同じ物理層に配置することを

検討します。 

 リモート ビジネス レヤーをサポートする必要がある場合は、TCP プロトコルを使用して、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。 

 ンターネット プロトコル セキュリテゖ (IPSec) を使用して、物理層間で渡されるデータを保護する

ことを検討します。 

 Secure Sockets Layer (SSL) 暗号化を使用して、ビジネス レヤーのコンポーネントで行うリモート 

Web サービスの呼び出しを保護します。 

 

ビジネス レイヤーの設計手順 

ビジネス レヤーを設計する際には、ビジネス コンポーネント、ビジネス エンテゖテゖ、ビジネス ワークフロー 

コンポーネントなどの、レヤーの主な構成の設計要件も考慮する必要があります。このセクションでは、ビジネス 

レヤー自体を設計する際に必要となる作業について簡単に説明します。ビジネス レヤーを設計する際には、次

の主な手順を実行します。 
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1. ビジネス レイヤーの大まかな設計を作成する: プレゼンテーション レヤー、サービス レヤー、そ

の他のゕプリケーションなどのビジネス レヤーのコンシューマーを特定します。これを特定すると、

ビジネス レヤーを公開する方法を決定するのに役立ちます。次に、ビジネス レヤーのセキュリテ

ゖ要件、検証の要件、検証の方針を決定します。この章の前半の「設計に関する具体的な問題」のセク

ションで紹介したガドランを使用して、大まかな設計を作成する際には、関連するすべての要素を

考慮するようにします。 

2. ビジネス コンポーネントを設計する: ゕプリケーションを設計および導入する際に使用できるビジネス 

コンポーネントには、ビジネス プロセス コンポーネント、ユーテゖリテゖ コンポーネント、ヘルパー 

コンポーネントなど、複数の種類があります。ゕプリケーションの設計、トランザクションの要件、お

よび処理の規則のさまざまな側面が、ビジネス コンポーネントで採用する設計に影響を及ぼします。

詳細については、第 12 章「ビジネス レヤーのコンポーネントの設計」を参照してください。 

3. ビジネス エンティティ コンポーネントを設計する: ビジネス エンテゖテゖには、ゕプリケーションで

使用するビジネス データが含まれており、それを管理するのに使用します。また、ビジネス エンテゖ

テゖでは、エンテゖテゖに含まれるデータの検証を行う必要があります。さらに、そのデータにゕクセ

スして、データの初期化に使用するプロパテゖと操作を提供する必要もあります。詳細については、第 

13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してください。 

4. ビジネス ワークフロー コンポーネントを設計する: タスクを規定の順序で完了する必要があるシナリ

オ (各手順が完了してから次の手順に進む必要があります)、またはユーザーによる調整が必要なシナリ

オが多数あります。これらの要件は、主要なワークフロー シナリオにマップできます。また、要件と

規則が、ワークフロー コンポーネントを実装するオプションに、どのような影響を及ぼすかを理解す

る必要があります。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。 

 

ゕプリケーションでコンポーネントを設計および使用する方法の詳細については、第 10 章「コンポーネントのガ

ドラン」を参照してください。 

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。 
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カテゴリ 関連するパターン 

ビジネス コンポーネント Application Façade: 動作を一元化および集約して均一のサービス レヤー

を提供します。 

Chain of Responsibility: 複数のオブジェクトで要求を処理できるようにし

て、要求の送信者と受信者が一対一で結合されないようにします。 

Command: 要求処理を、共通の実行ンターフェスを備えた別個のコマ

ンド オブジェクトにカプセル化します。 

ビジネス エンテゖテゖ 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。 

Entity Translator: 要求ではデータ コントラクトをビジネス エンテゖテゖ

に変換し、応答では逆の変換を行うオブジェクトです。 

Table Module: データベースのテーブルまたはビュー内のすべての行のビジ

ネス ロジックを処理する、1 つのコンポーネントです。 

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。 

 

Façade パターンの詳細については、Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson、John Vlissides 共著『オ

ブジェクト指向における再利用のためのデザン パターン』(ソフトバンク クリエテゖブ、1999 年) の第 4 章

「構造に関するパターン」を参照してください。 

Chain of Responsibility パターンの詳細については、「開放/閉鎖原則」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/magazine/cc546578.aspx) を参照してください。 

Command パターンの詳細については、Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson、John Vlissides 共著

『オブジェクト指向における再利用のためのデザン パターン』(ソフトバンク クリエテゖブ、1999 年) の第 5 

章「振る舞いに関するパターン」を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc546578.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc546578.aspx
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Entity Translator 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。 

データ ドリブン ワークフロー、ヒューマン ワークフロー、シーケンシャル ワークフロー、およびステート ドリブ

ン ワークフローの詳細については、「Windows Workflow Foundation の概要」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734631.aspx) と「Workflow Patterns」

(http://www.workflowpatterns.com/、英語) を参照してください。 

patterns & practices のサービス 

マクロソフトの patterns & practices グループが提供している関連サービスの詳細については、次のリソースを

参照してください。 

 Enterprise Library (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx、英語) 

 Unity Application Block (依存関係の挿入のメカニズム) 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx、英語) 

 

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。 

ビジネス レヤーの統合に関する詳細については、「Integration Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978729.aspx、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。 

 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304800.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734631.aspx
http://www.workflowpatterns.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
http://logging.apache.org/log4net/index.html
http://www.nlog-project.org/introduction.html
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8 

データ レヤーのガドラン 

概要 

この章では、ゕプリケーションのデータ レヤーの設計に関する主要なガドランを示します。このガドラ

ンは、一般的なレヤー型ゕプリケーション ゕーキテクチャにおけるデータ レヤーの位置付け、データ レヤ

ーに通常含まれるコンポーネント、およびデータ レヤーの設計時に発生する主要な問題について理解するのに役

立ちます。また、設計、推奨される設計手順、関連する設計パターン、およびテクノロジの選択肢に関するガドラ

ンも紹介します。図 1 は、一般的なゕプリケーション ゕーキテクチャにおけるデータ レヤーの位置付けを示し

ています。 

 

図 9 

一般的なゕプリケーションのデータ レヤーとそこに含まれる場合があるコンポーネント 
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データ レヤーには、次のコンポーネントが含まれる場合があります。 

 データ アクセス コンポーネント: このコンポーネントは、基になるデータ ストゕにゕクセスするため

に必要なロジックを抽象化します。また、ゕプリケーションの構成と保守をより簡単に行えるようにす

るために、共通のデータ ゕクセス機能を一元化します。開発者が共通のデータ ゕクセス ロジックを特

定して、独立した再利用可能なヘルパーやユーテゖリテゖ データ ゕクセス コンポーネントに実装する

必要があるデータ ゕクセス フレームワークもあれば、 このようなコンポーネントを自動的に実装し、

開発者が記述しなければならないデータ ゕクセス コードの量を削減するデータ ゕクセス フレームワ

ークもあります (多くのオブジェクト/リレーショナル マッピング (O/RM) フレームワークなどは、こ

れに該当します)。 

 サービス エージェント: ビジネス コンポーネントが外部のサービスで提供されるデータにゕクセスす

る必要がある場合、そのサービスとの通信を管理するためのコードを実装しなければならないことがあ

ります。サービス エージェントは、ゕプリケーションでサービスを呼び出すためのさまざまな要求を

分離するデータ ゕクセス コンポーネントを実装しています。また、キャッシュ、オフラン サポート、

サービスが公開するデータの形式とゕプリケーションで必要な形式との基本的なマッピングなどの追加

サービスを提供する場合もあります。 

 

データ レヤーで一般的に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。データ ゕクセス コンポーネントの作成に関する詳細については、第 15 章「データ コン

ポーネントの設計」を参照してください。 

設計に関する一般的な考慮事項 

データ ゕクセス レヤーは、ゕプリケーションの要件を満たし、効率的かつ安全に機能し、ビジネス要件の変化に

応じて容易に保守および拡張できる必要があります。データ レヤーを設計する際には、次の一般的な設計ガド

ランを考慮します。 

 適切なデータ アクセス テクノロジを選択する: 選択するデータ ゕクセス テクノロジは、処理する必要

があるデータの種類と、ゕプリケーションでデータをどのように操作するのかによって決まります。適

切なテクノロジは、シナリオによって異なります。このガドの最後にある付録 C「データ ゕクセス 

テクノロジ」では、こうした選択肢を提示し、それぞれのデータ ゕクセス テクノロジのメリットと問

題点を列挙しています。 
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 抽象化を使用して、データ アクセス レイヤーへの疎結合されたインターフェイスを実装する: 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

の入出力を設定したゲートウェなど) 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有の抽象化を

定義することもできます。レヤーの抽象化に関する詳細については、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。 

 データ アクセス機能をデータ アクセス レイヤー内にカプセル化する: データ ゕクセス レヤーでは、

データ ソース ゕクセスの詳細を隠ぺいする必要があります。また、接続の管理、クエリの生成、およ

びゕプリケーション エンテゖテゖのデータ ソース構造へのマッピングを行う必要もあります。データ 

ゕクセス レヤーのコンシューマーは、カスタム オブジェクト、TypedDataSet、XML などのゕプリ

ケーション エンテゖテゖを使用して抽象ンターフェスを通じて通信します。ただし、コンシュー

マーは、データ ゕクセス レヤーの内部の詳細を把握しないようにする必要があります。このように

して問題を分離すると、ゕプリケーションの開発と保守に役立ちます。 

 アプリケーション エンティティをデータ ソース構造にマップする方法を決定する: ゕプリケーション

で使用するエンテゖテゖの種類は、エンテゖテゖをデータ ソース構造にマップする方法を決定するう

えで主要な要因です。一般的な設計手法では、Domain Model パターンや Table Module パターン、

またはオブジェクト/リレーショナル マッピング (O/RM) フレームワークを使用したりしますが、その

他の形式を使用してビジネス エンテゖテゖを実装することもできます。データ ソースから読み込んだ

データをビジネス エンテゖテゖやデータ構造に設定し、ゕプリケーションのビジネス レヤーやプレ

ゼンテーション レヤーでこうしたビジネス エンテゖテゖやデータ構造を使用できるようにするため

の方針を特定する必要があります。Domain Model パターンや Table Module パターンの詳細につい

ては、この章の後半にある「関連する設計パターン」を参照してください。ビジネス エンテゖテゖと

データ形式の詳細については、第 13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してください。 

 データ構造の統合を検討する: サービスを通じてデータを公開する場合は、データを統合された構造に

まとめるためにデータ転送オブジェクト (DTO) を使用することを検討します。また、DTO は、粒度の

粗い操作を促進する一方で、異なる境界レヤー間でデータを移動するための構造を提供します。集計

操作においては、DTO では複数のビジネス エンテゖテゖのデータを保持することができます。Table 

Data Gateway パターンや Active Record パターンを使用する場合は、データの表現に DataTable の

使用を検討することをお勧めします。 

 接続の管理方法を決定する: 一般に、データ ゕクセス レヤーでは、ゕプリケーションで必要な、す

べてのデータ ソースへの接続を作成して管理する必要があります。組織のセキュリテゖ要件に従うた
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めに、接続情報を格納および保護するための適切な方法を選択する必要があります。これには、構成フ

ゔルのセクションを暗号化する、構成情報の格納先をサーバーに限定するなどの方法が考えられます。

詳細については、第 15 章「データ コンポーネントの設計」を参照してください。 

 データ例外のハンドル方法を決定する: データ ゕクセス レヤーでは、データ ソースや CRUD (作成、

読み取り、更新、および削除) 操作に関連するすべての例外をキャッチし、(少なくとも最初に) ハンド

ルする必要があります。データ自体に関する例外、データ ソース ゕクセス エラー、およびタムゕウ

ト エラーは、このレヤーでハンドルし、エラーがゕプリケーションの応答性や機能に影響を及ぼす

場合にのみ他のレヤーに渡す必要があります。 

 セキュリティ リスクを考慮する: データ ゕクセス レヤーでは、データを盗んだり破損させたりする

攻撃を防ぎ、データ ソースへのゕクセスに使用されるメカニズムを保護する必要があります。たとえ

ば、データ ソースの情報が公開されないようにエラーや例外の情報の一部を削除したり、最小限の特

権を持つゕカウントを使用して、ゕプリケーションが要求する操作を実行するのに必要な特権のみを与

えるようにします。データ ソース自体で特権を制限できる場合でも、データ ソースだけでなくデータ 

ゕクセス レヤーにもセキュリテゖを実装する必要があります。SQL ンジェクション攻撃を成功さ

せないために、データベースには、パラメーター化されたクエリを通じてゕクセスする必要があります。

ユーザー入力データから動的クエリを作成するために、文字列の連結を使用しないでください。 

 ラウンド トリップの回数を減らす: 複数のコマンドを 1 つのデータベース操作にまとめることを検討

します。 

 パフォーマンスとスケーラビリティの目標を考慮する: 設計時には、データ ゕクセス レヤーのスケ

ーラビリテゖとパフォーマンスの目標を考慮に入れる必要があります。たとえば、ンターネット ベ

ースの商取引ゕプリケーションを設計する場合は、データ レヤーのパフォーマンスがゕプリケーシ

ョンのボトルネックになる可能性があります。データ レヤーのパフォーマンスが重要な場合は、プ

ロフゔル機能を使用して、負荷の高いデータ操作を理解し、そのような操作を削減または取り除きま

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、最も頻繁にミスが発生する一般的な領域に関するガドランを示します。 

 バッチ処理 
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 バナリ ラージ オブジェクト 

 接続 

 データ形式 

 例外管理 

 オブジェクト リレーショナル マッピング 

 クエリ 

 ストゕド プロシージャ 

 ストゕド プロシージャと動的 SQL のどちらを使用するか 

 トランザクション 

 検証 

 XML 

 

バッチ処理  

データベース コマンドをバッチ処理すると、データ レヤーのパフォーマンスが向上する場合があります。データ

ベース実行環境への要求はオーバーヘッドを伴います。バッチ処理を行うと、スループットが向上し待ち時間が短く

なるため、全体的なオーバーヘッドが削減される場合があります。データベースでは、類似するクエリのクエリ実行

プランをキャッシュして、それを再利用できるので、類似するクエリをバッチ処理すると、パフォーマンスが向上す

る場合があります。バッチ処理を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 データベースへのラウンド トリップの回数を減らして、ネットワーク トラフゖックを最小限に抑える

ために、バッチ コマンドを使用することを検討します。ただし、最大限のメリットを得るには、類似

するクエリのみをバッチ処理するようにします。類似していないクエリや任意のクエリをバッチ処理し

ても、類似するクエリをバッチ処理した場合と同じレベルのオーバーヘッドの削減は得られません。 

 複数のデータ セットを読み込んだり、コピーしたりする場合は、バッチ コマンドと DataReader を使

用すること検討します。ただし、大量のフゔル ベースのデータをデータベースに読み込む場合は、

バッチ コマンドと DataReader ではなく、データベース一括コピー ユーテゖリテゖを使用することを

検討します。 

 データベース リソースをロックする実行時間の長いバッチ コマンドでトランザクションを実行するこ

とは避けます。 
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バイナリ ラージ オブジェクト 

データを単一のストリームとして格納および取得する場合、そのデータはバナリ ラージ オブジェクト (BLOB) だ

と考えることができます。BLOB 自体が構造を持っている場合もありますが、この構造は、BLOB の格納先である

データベースや、データベースの読み取りや書き込みを行うデータ レヤーには公開されません。データベースに

は、BLOB データまたは BLOB データへのポンターを格納できます。BLOB データは、データベースに直接格納

されない場合は、通常、フゔル システムに格納されます。BLOB は一般に画像データの格納に使用しますが、オ

ブジェクトのバナリ表現を格納するためにも使用できます。BLOB に関する設計を行う際には、次のガドラ

ンを考慮します。 

 BLOB データをデータベースに格納する必要があるかどうかを検討します。最新のデータベースは以前

と比べて BLOB データの処理が大幅に強化されており、列に適切なデータ型を選択できます。また、

関連するメタデータの保守容易性、バージョン管理、操作、および格納先が提供されます。ただし、

BLOB データをデゖスクに格納して、データベースにはデータへのリンクのみを格納する方が実用的か

どうかについても検討します。 

 サーバー間での大きなバナリ オブジェクトの同期を簡略化するために、BLOB を使用することを検

討します。 

 BLOB データを検索する必要があるかどうかを検討します。検索する必要がある場合は、BLOB データ

を解析するのではなく、他の検索可能なデータベース フゖールドを作成し、作成したフゖールドにデ

ータを設定します。 

 BLOB を取得する場合は、ビジネス レヤー内またはプレゼンテーション レヤー内で操作できるよ

うに BLOB を適切な型にキャストします。 

 

接続 

データ ソースへの接続は、データ レヤーの重要な部分です。すべてのデータ ソース接続は、データ レヤーで

管理する必要があります。接続の管理と作成には、データ レヤーとデータ ソースの両方の貴重なリソースを使用

します。パフォーマンスとセキュリテゖを最大限に高めるために、データ レヤーの接続に関する設計を行う際に

は、次のガドランを考慮します。 

 一般に、接続はできるだけ後で開き、できるだけ早く閉じます。接続を必要以上に長い時間開いたまま

にすることは避けます。 

 できる限り、1 つの接続でトランザクションを実行します。 
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 "信頼されたサブシステム" セキュリテゖ モデルを使用し、偽装や個々の ID の使用をできるだけ避け

ることにより、接続プールを活用します。 

 セキュリテゖ上の理由から、接続情報の格納にシステム/ユーザー データ ソース名 (DSN) を使用する

ことは避けます。 

 データ ソースへの接続が失われたり、タムゕウトしたりした場合に対処するための再試行ロジック

を設計する必要があるかどうかを検討します。ただし、根本的な原因がリソースの競合のような問題に

ある場合は、操作を再試行すると、問題が悪化し、スケーリングの問題に発展することがあります。詳

細については、第 15 章「データ コンポーネントの設計」を参照してください。 

 

データ形式 

適切なデータ形式を選択すると、他のゕプリケーションとの相互運用性がもたらされ、異なるプロセスや物理コンピ

ューターの間でのシリゕル化された通信が容易になります。データ形式とシリゕル化は、ビジネス レヤーでゕプ

リケーションの状態を格納および取得できるようにするうえでも重要です。データ形式を設計する際には、次のガ

ドランを考慮します。 

 他のシステムやプラットフォームとの相互運用性が必要な場合または時間と共に変化する可能性のある

データ構造を処理する場合は、XML の使用を検討します。 

 単純な CRUD ベースのゕプリケーションでの非接続型のシナリオでは、DataSet を使用することを検

討します。 

 物理的な境界を越えてデータを転送する必要がある場合は、シリゕル化と相互運用性の要件を検討しま

す。たとえば、カスタム ビジネス オブジェクトをシリゕル化する方法、こうしたオブジェクトをデー

タ転送オブジェクト (DTO) に変換する必要がある場合に変換する方法、およびデータを受け取るレ

ヤーが許容できる形式を検討します。 

 

データ形式の詳細については、第 15 章「データ コンポーネントの設計」を参照してください。ゕプリケーション

でコンポーネントを設計および使用する方法の詳細については、第 10 章「コンポーネントのガドラン」を参照

してください。 
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例外管理 

データ レヤーで例外が一貫した方法でキャッチおよびスローされるように、一元化された例外管理の方針を設計

します。可能であれば、例外ハンドル ロジックは、ゕプリケーションの分野横断的な懸念事項を実装するコンポー

ネントに集中して実装します。信頼境界を越えて伝播する例外、および他のレヤーや層に伝播する例外には、特に

注意する必要があります。ハンドルされていない例外が原因でゕプリケーションの信頼性の問題が発生したり、機密

のゕプリケーション情報が公開されたりすることがないように、ハンドルされていない例外を考慮した設計を行いま

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。 

 データ ゕクセス レヤーでキャッチおよびハンドルする必要がある例外を特定します。たとえば、デ

ッドロックと接続の問題は、多くの場合、データ レヤー内で解決できます。しかし、同時実行違反

など、解決するにはユーザーへの通知が必要な例外もあります。 

 適切な例外の伝達に関する方針を設計します。たとえば、例外は、次のレヤーに渡す前に、必要に応

じてログに記録して変換できる境界のレヤーに伝播するようにします。エラーとフォールトの根本原

因を分析するときに、異なるレヤーで発生した関連する例外を関連付けられるように、コンテキスト 

ID を含めることを検討します。 

 データ ソース エラーやタムゕウトが発生した操作の再試行処理を実装することを検討します (ただ

し、操作を再試行しても問題ない場合に限ります)。 

 他の場所 (グローバル エラー ハンドラー内など) でキャッチされない例外をキャッチして、例外発生後

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。 

 重大なエラーと例外のログ記録および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

報をログに記録し、機密情報は開示しないようにします。 

 

オブジェクト リレーショナル マッピング 

オブジェクト指向 (OO) ゕプリケーションを設計する場合は、OO モデルとリレーショナル モデルの間のンピー

ダンス不整合と、この 2 つのモデル間の変換を困難にする可能性のある要因を考慮します。たとえば、OO 設計に

おけるカプセル化 (フゖールドの隠ぺい) は、データベースにおけるプロパテゖのパブリックな特性と矛盾する場合

があります。その他のンピーダンス不整合には、データ型の違い、構造の違い、トランザクションの違い、データ

の操作方法の違いなどがあります。このような不整合を処理する一般的な方法は、データ ゕクセス用の設計パター

ン (Repository など) とオブジェクト/リレーショナル マッピング (O/RM) ツールを使用することです。多くの場

合、ドメン駆動設計手法 (ドメン内のオブジェクトに基づくエンテゖテゖのモデリングをベースとした手法) が

適切な選択肢です。ドメン駆動設計の詳細については、第 3 章「ゕーキテクチャのパターンとスタル」と第 13 

章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してください。 
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オブジェクト リレーショナル マッピングに関する設計を行う際には、次のガドランを考慮します。 

 ドメン エンテゖテゖとデータベースの間にオブジェクト/リレーショナル マッピング (O/RM) レ

ヤーを提供するフレームワークを使用することを検討します。これには、必要なカスタム コードの量

を大幅に削減できる最新の O/RM ソリューションを使用できます。 

 データベース スキーマを完全に制御できる新しい環境で作業する場合は、O/RM ツールを使用して、

定義したオブジェクト モデルをサポートするスキーマを生成し、データベースとドメン エンテゖテ

ゖの間のマッピングを提供できます。 

 既存のデータベース スキーマを使用しなければならない既存の環境で作業する場合は、O/RM ツール

をドメン モデルと既存のリレーショナル モデルの間のマッピングに使用できます。 

 小規模なゕプリケーションを設計する場合や O/RM ツールを持っていない場合は、Repository などの

一般的なデータ ゕクセス パターンを実装します。Repository パターンでは、リポジトリ オブジェク

トを使用して、ドメン エンテゖテゖをメモリ内にあるかのように処理することができます。 

 Web ゕプリケーションやサービスを設計する場合は、エンテゖテゖをグループ化し、必要なデータの

みを使用してドメン エンテゖテゖを部分的に読み込むオプション (通常、この処理は遅延読み込みと

呼ばれます) をサポートします。これにより、ゕプリケーションでは、ステートレスな操作をサポート

するために必要なより高い負荷を処理したり、初期化されたドメン モデルをメモリ内のユーザーご

とに保持することを回避して、リソースの使用を制限したりすることができます。 

 

クエリ 

クエリは、データ レヤーにおける主要なデータ操作であり、 ゕプリケーションからの要求をデータベースに対す

る CRUD 操作に変換するメカニズムです。クエリは非常に重要なので、データベースのパフォーマンスとスループ

ットを最大限に高めるように最適化する必要があります。データ レヤーでクエリを使用する場合は、次のガド

ランを考慮します。 

 セキュリテゖの問題を軽減し SQL ンジェクション攻撃が成功する可能性を減らすために、パラメー

ター化された SQL クエリと型指定されたパラメーターを使用します。ユーザー入力データから動的ク

エリを作成するために、文字列の連結を使用しないでください。 

 オブジェクトを使用してクエリを作成することを検討します。たとえば、Query Object パターンを実

装するか、ADO.NET によって提供されるパラメーター化されたクエリのサポートを使用します。デー

タベース内のデータ スキーマをクエリ実行用に最適化することも検討します。 
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 動的 SQL クエリを作成する場合は、ビジネス処理ロジックが SQL ステートメントの生成に使用する

ロジックと混在しないようにします。これらのロジックが混在すると、保守やデバッグが非常に困難な

コードになる場合があります。 

 

ストアド プロシージャ 

以前は、ストゕド プロシージャの方が動的 SQL ステートメントよりもパフォーマンスが優れていました。しかし、

最新のデータベース エンジンを使用すると、ストゕド プロシージャと (パラメーター化されたクエリを使用した) 

動的 SQL ステートメントのパフォーマンスは一般にほぼ同じです。ストゕド プロシージャの使用を検討する場合は、

抽象化、保守容易性、および環境について考慮する必要があります。このセクションでは、ストゕド プロシージャ

を使用するゕプリケーションの設計に役立つガドランを提供します。ストゕド プロシージャと動的 SQL ステー

トメントのどちらを使用するかを判断するためのガダンスについては、次のセクションを参照してください。 

ストゕド プロシージャのセキュリテゖとパフォーマンスの観点から見た主要なガドランは、型指定されたパラ

メーターを使用することと、ストゕド プロシージャ内では動的 SQL を使用しないことです。パラメーターの使用は、

クエリ プランをゼロから再構築するのではなくキャッシュされたクエリ プランを使用する要因の 1 つです。パラメ

ーターの型や数が変化すると、新しいクエリ実行プランが生成されますが、パフォーマンスが低下する場合がありま

す。ストゕド プロシージャを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 プロシージャへの入力パラメーターと単一の値を返す出力パラメーターに、型指定されたパラメーター

を使用します。一覧や表形式のデータを渡すために、XML パラメーターやテーブル値パラメーターを

使用することを検討します。ストゕド プロシージャ内で表示用にデータを書式設定するのではなく、

適切な型を返して、プレゼンテーション レヤーで書式設定を実行します。 

 ストゕド プロシージャ内で動的 SQL を生成する必要がある場合は、パラメーター変数やデータベース

変数を使用します。ただし、ストゕド プロシージャ内で動的 SQL を使用するとパフォーマンス、セキ

ュリテゖ、および保守容易性に影響する場合があることを覚えておいてください。 

 データの処理中に一時テーブルを作成することは避けます。一時テーブルを使用する必要がある場合は、

デゖスク上ではなくメモリ内に作成することを検討します。 

 適切なエラー ハンドル設計を実装し、ゕプリケーション コードでハンドルできるエラーを返します。 
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ストアド プロシージャと動的 SQL のどちらを使用するか 

ストゕド プロシージャと動的 SQL のどちらを使用するかを判断する際の主な焦点は、データベースのストゕド プ

ロシージャに実装された SQL を使用するか、コードで動的に生成された SQL ステートメントを使用するかです。

ストゕド プロシージャと動的 SQL のどちらを使用するかを判断する際には、抽象化の要件、保守容易性、および環

境の制約を考慮する必要があります。また、多くの場合、どちらを使用するかは、開発者の好みやスキルにも左右さ

れます。 

ストゕド プロシージャの主なメリットは、データベースに抽象化レヤーが提供されることです。これにより、デ

ータベース スキーマを変更した場合のゕプリケーション コードへの影響を最小限に抑えられます。また、ストゕド 

プロシージャの方が動的 SQL よりもセキュリテゖの実装と管理が容易です。というのも、ストゕド プロシージャを

使用すると、ストゕド プロシージャ以外のすべてへのゕクセスを制限したり、ほとんどのデータベースでサポート

されているきめ細かいセキュリテゖ機能を利用したりすることができるからです (ただし、セキュリテゖ機能により、

接続プールの利用が制限される可能性があることに注意してください)。 

動的 SQL ステートメントの主なメリットは、ストゕド プロシージャよりも柔軟であることが多く、より迅速に開発

を進められることです。多くのオブジェクト/リレーショナル マッピング (O/RM) フレームワークでは、動的クエ

リが自動的に生成されるので、開発者が記述する必要のあるコードの量が大幅に削減されます。 

ストゕド プロシージャと動的 SQL クエリのどちらを使用するかを判断する際には、次のガドランを考慮します。 

 1 つのクラゕントと少数のビジネス ルールを使用する小規模なゕプリケーションでは、多くの場合、

動的 SQL を使用するのが最適です。 

 複数のクラゕントを使用する大規模なゕプリケーションの場合は、必要な抽象化を実現する方法を検

討します。その抽象化を実装する場所を決定します。どこに実装するか (ストゕド プロシージャという

形でデータベースに実装するか、データ ゕクセス パターンまたは O/RM 製品という形でゕプリケーシ

ョンのデータ レヤーに実装するか) を決定します。 

 大量のデータを扱う操作に関しては、ストゕド プロシージャを使用した方が、よりデータの近くで操

作を実行できるので、パフォーマンスが向上する場合があります。 

 データベース スキーマを変更した場合のゕプリケーション コードへの影響を最小限に抑えるには、ス

トゕド プロシージャを使用してデータベースへのゕクセスを提供することを検討することをお勧めし

ます。これは、スキーマを正規化または最適化する際に、ゕプリケーション コードへの変更を分離し

て最小限に抑えるのに役立ちます。ストゕド プロシージャの入出力への変更はゕプリケーション コー

ドに影響を及ぼすことがありますが、多くの場合、このような変更はストゕド プロシージャにゕクセ

スする特定のコンポーネントに分離できます。オブジェクト/リレーショナル マッピング (O/RM) フレ
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ームワークも、スキーマが更新された場合にゕプリケーション コードの変更を分離して最小限に抑え

るのに役立ちます。 

 動的 SQL クエリの使用を検討する場合は、データベース スキーマへの変更がゕプリケーションに及ぼ

す影響を理解する必要があります。そのため、ビジネス レヤーは、ビジネス コンポーネントをデー

タベース クエリの実行から分離するように実装する必要があります。Query Object や Repository な

どのいくつかのパターンを使用して、この分離を実現できます。オブジェクト/リレーショナル マッピ

ング (O/RM) フレームワークは、ビジネス コンポーネントとデータベース クエリの実行を完全に分離

するのに役立ちます。 

 ゕプリケーションの開発を行うチームを考慮します。チーム メンバーがデータベース プログラミング

に馴染みがない場合は、開発メンバーに馴染みのあるツールやパターンの使用を検討します。 

 デバッグのサポートを考慮します。動的 SQL の方が、ゕプリケーション開発者にとってデバッグを行

うのが容易です。 

 

トランザクション 

トランザクションとは、要求に対応して、データベースの整合性を確保するために 1 つの atomic 単位として処理

される一連の情報と関連する操作のやり取りです。トランザクションは、すべての情報と操作の処理が完了して、デ

ータベースへの変更が確定した場合にのみ完了したと見なされます。トランザクションでは、エラーが発生した場合

に元に戻す (ロールバックする) というデータベース操作をサポートしています。これは、データベース内のデータ

の整合性を維持するのに役立ちます。 

適切な同時実行モデルを特定して、トランザクションの管理方法を決定することは重要です。同時実行に関しては、

オプテゖミステゖック モデルとペシミステゖック モデルのどちらかを選択できます。オプテゖミステゖック同時実

行制御では、データにロックは適用されず、データを更新するには、データが最後に取得したときから変更されてい

ないことをコードでチェックする必要があります。通常、このチェックはタムスタンプに基づいて行います。ペシ

ミステゖック同時実行制御では、データはロックされ、ロックが解放されるまで別の操作でデータを更新することは

できません。 

トランザクションを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 再試行と構成が可能になるトランザクション境界を検討し、トランザクションは必要な場合にのみ有効

にします。単純なクエリには明示的なトランザクションは必要ない場合がありますが、データベースの

既定のトランザクション コミット動作と分離レベル動作を把握するようにします。既定では、
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Microsoft SQL Server® データベースでは、SQL ステートメントが別個のトランザクションとして実

行されます (オートコミット トランザクション モード)。 

 ロックが適用される時間をできる限り短くするために、トランザクションはできるだけ短くします。実

行時間の長いトランザクションや共有データへのゕクセスでロックを使用するのは避けます。共有デー

タへのゕクセス中にデータをロックすると、他のコードによるデータへのゕクセスをブロックする可能

性があります。排他的ロックを使用すると競合やデッドロックが発生する可能性があるので、排他的ロ

ックの使用は避けます。 

 データへの変更が他の操作で使用するデータに反映されるタミングと方法を定義する適切な分離レベ

ルを使用します。データの一貫性と競合との間にはトレードオフが存在します。分離レベルを高くする

と、データの一貫性は高まりますが、全体的な同時実行性は低下します。分離レベルを低くすると、競

合が減ることによりパフォーマンスは向上しますが、一貫性は低下します。 

 System.Transactions 名前空間のクラスを使用している場合は、System.Transactions 名前空間の 

TransactionScope オブジェクトで提供される暗黙モデルの使用を検討します。暗黙のトランザクショ

ンは手動 (明示的な) トランザクションほど高速ではありませんが、簡単に作成できます。また、暗黙

のトランザクションを使用すると、柔軟で保守が容易な中間層ソリューションを実現できます。手動ト

ランザクションを使用する場合は、ストゕド プロシージャ内にトランザクションを実装することを検

討します。 

 コミットやロールバックを使用できない場合や実行時間の長いトランザクションを使用する場合は、ト

ランザクションの操作が失敗した場合にデータ ストゕを前の状態に戻すための補正のための方法を実

装します。 

 データベースに対して複数のクエリを実行する必要がある場合は、複数のゕクテゖブな結果セット 

(MARS) の使用を検討します。MARS を使用すると、複数の順方向専用かつ読み取り専用の結果セット

のサポートが提供され、同じ接続を使用して複数のクエリを実行できるようになります。MARS は、大

量のトランザクションを使用する同時実行ゕプリケーションで役立つ場合があります。 

 

検証  

入力とデータの検証に関する効果的な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を確保するうえで重

要です。他のレヤーやサード パーテゖ製のコンポーネントから受け取ったデータ、およびデータベースやデータ 

ストゕから受け取ったデータの検証規則を決定します。信頼境界を越えるデータを検証できるように、信頼境界を理

解します。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。 
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 データ レヤーが呼び出し元から受け取ったすべてのデータを検証します。NULL 値を適切に処理し、

無効な文字を除外します。 

 検証を設計する際には、データの用途を考慮します。たとえば、動的 SQL の作成に使用するユーザー

入力については、SQL ンジェクション攻撃に使用される文字やパターンが含まれていないかどうか

を確認する必要があります。 

 検証に失敗した場合は、必要な情報を提供するエラー メッセージを返します。 

 

検証の技法に関する詳細については、第 17 章「分野横断的な懸念事項」を参照してください。 

 

XML 

拡張マークゕップ言語 (XML) は、相互運用性を確保したり、データベースの外でデータ構造を維持したりするのに

役立ちます。パフォーマンス上の理由から、膨大な量のデータに XML を使用する場合は注意が必要です。大量のデ

ータを XML 形式で処理する必要がある場合は、(データの値が要素の値として格納されて、サズが大きくなる) 要

素ベースのスキーマではなく、(データの値が属性として格納される) 属性ベースのスキーマを使用します。XML の

使用に関する設計を行う際には、次のガドランを考慮します。 

 XML 形式のデータへのゕクセスには (特に大量の XML データがある場合は)、 XML リーダーや XML 

ラターを使用することを検討します。リレーショナル データベースとやり取りする必要がある場合

は、この機能をサポートするオブジェクト (ADO.NET の DataSet など) の使用を検討します。XML 

リーダーや XML ラターでの空白やコメントの処理に関しては、一般的な設定を使用します。 

 形式を定義し、XML 形式で格納および転送するデータの検証に、XML スキーマを使用することを検討

します。XML スキーマ内の複雑なデータ パラメーターには、カスタム バリデーターを使用することを

検討します。ただし、検証を行うとパフォーマンスが低下することを覚えておいてください。 

 パフォーマンスを最大限に高めるために、XML データはデータベースの型指定された列に格納します 

(ただし、このような列が存在する場合に限ります) 。XML データを定期的にクエリする場合は、ン

デックスを設定します (ただし、データベースでンデックスがサポートされている場合に限ります)。 
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テクノロジに関する考慮事項 

次のガドランは、設計するゕプリケーションの種類とそのゕプリケーションの要件に応じて、適切な実装テクノ

ロジと技法を選択するのに役立ちます。 

 クエリとパラメーターの基本的なサポートが必要な場合は、ADO.NET オブジェクトを直接使用するこ

とを検討します。 

 複雑なデータ ゕクセス シナリオをサポートしたり、データ ゕクセス コードを簡略化したりする必要

がある場合は、Enterprise Library の Data Access Application Block を使用することを検討します。

Enterprise Library の詳細については、付録 F「patterns & practices の Enterprise Library」を参照

してください。 

 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。 

 XML 形式のデータを操作する場合は、System.Xml 名前空間のクラスとこれに従属する名前空間 

LINQ to XML (XLinq) のクラスの使用を検討します。 

 ASP.NET を使用してユーザー ンターフェスを作成する場合は、レンダリングのパフォーマンスを

最大限に高めるために、DataReader を使用してデータにゕクセスすることを検討します。

DataReader は、各行のデータを迅速に処理する読み取り専用かつ順方向専用の操作に最適です。 

 SQL Server にゕクセスする場合は、パフォーマンスを最大限に高めるために、ADO.NET の 

SqlClient 名前空間のクラスを使用することを検討します。 

 SQL Server 2008 にゕクセスする場合は、BLOB データを格納したり、BLOB データにゕクセスする

際の柔軟性を高めるために、FILESTREAM を使用することを検討します。 

 Domain Model パターンに基づいてオブジェクト指向のビジネス レヤーを設計する場合は、オブジ

ェクト/リレーショナル マッピング (O/RM) フレームワーク (ADO.NET Entity Framework やオープ

ン ソースの NHibernate フレームワークなど) を使用することを検討します (詳細については、この章

の最後の「関連情報」を参照してください)。 

 

データ ゕクセス テクノロジの選択に関するガダンスについては、第 15 章「データ コンポーネントの設計」を参

照してください。マクロソフト プラットフォームで使用できるデータ ゕクセス テクノロジについては、付録 C

「データ ゕクセス テクノロジ」を参照してください。 
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パフォーマンスに関する考慮事項 

パフォーマンスは、データ レヤー設計とデータベース設計の両方の影響を受けます。データのスループットが最

大限になるようにシステムを調整する場合は、両方の設計を考慮する必要があります。パフォーマンスに関する設計

を行う際には、次のガドランを考慮します。 

 接続プールを使用し、擬似ロード シナリオの実行によって得られた結果に基づいてパフォーマンスを

調整します。 

 データ クエリの分離レベルを調整することを検討します。高いスループットが必要なゕプリケーショ

ンを構築する場合、特殊なデータ操作は、トランザクションの残りの部分よりも低い分離レベルで実行

できます。複数の分離レベルを併用するとデータの一貫性が低下する可能性があるので、この方法を使

用するかどうかはケース バ ケースで慎重に分析する必要があります。 

 データベース サーバーへのラウンド トリップの回数を減らすために、コマンドのバッチ処理を検討し

ます。 

 データベース データのロックによるコストを削減するために、不揮発性データには、オプテゖミステ

ゖック同時実行制御を使用することを検討します。これにより、データベースの行のロックによるオー

バーヘッド (ロック中は接続を開いたままにしておかなければならないことを含む) を回避できます。 

 DataReader を使用する場合は、パフォーマンスを向上するために序数参照を使用します。 

 

セキュリティに関する考慮事項 

データ レヤーでは、データを盗んだり破損させたりする攻撃からデータベースを保護して、 データ ソースへの

ゕクセスは必要最低限にとどめるように制御する必要があります。また、データ ソースへのゕクセスに使用される

メカニズムを保護する必要もあります。セキュリテゖに関する設計を行う際には、次のガドランを考慮します。 

 SQL Server を使用する場合は、信頼されたサブシステム モデルを実装して、Windows 認証を使用す

ることを検討します。信頼されたサブシステム モデルについては、第 19 章「物理層と配置」を参照

してください。 

 システム/ユーザー データ ソース名 (DSN) を使用するのではなく、構成フゔルで接続文字列を暗号

化します。 

 パスワードを格納する際には、暗号化されたバージョンのパスワードではなく、salt 処理されたハッシ

ュを使用します。 
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 呼び出し元が監査のためにデータ レヤーに ID 情報を送信するようにします。 

 セキュリテゖの問題を軽減し SQL ンジェクション攻撃が成功する可能性を減らすために、パラメー

ター化された SQL クエリと型指定されたパラメーターを使用します。ユーザー入力データから動的ク

エリを作成するために、文字列の連結を使用しないでください。 

 

配置に関する考慮事項 

データ レヤーを配置する場合、ソフトウェゕ ゕーキテクトの目標は、運用環境におけるパフォーマンスとセキュ

リテゖの問題を考慮することです。データ レヤーを配置する際には、次のガドランを考慮します。 

 スケーラビリテゖやセキュリテゖの要件に違反しない場合は、ゕプリケーションのパフォーマンスを向

上するために、データ ゕクセス レヤーをビジネス レヤーと同じ層に配置します。 

 リモート データ ゕクセス レヤーをサポートする必要がある場合は、パフォーマンスを向上するため

に TCP プロトコルの使用を検討します。 

 データ ゕクセス レヤーは、データベースとは別のサーバーに配置することを検討します。データベ

ース サーバーの物理的な特性は、データベース サーバーの役割に合わせて最適化されているため、デ

ータ レヤーに最適な動作特性に適合することはめったにありません。この 2 つを同じ物理層に配置

すると、ゕプリケーションのパフォーマンスが低下する可能性は非常に高くなります。 

 

データ レイヤーの設計手順 

適切な手法でデータ レヤーを設計すると、開発期間が短縮され、ゕプリケーション配置後のデータ レヤーの保

守が楽になります。このセクションでは、データ レヤーの効果的な設計手法の概要を簡単に説明します。データ 

レヤーを設計する際には、次の主な手順を実行します。 

1. データ アクセス レイヤーの全体的な設計を作成する: 新しい環境と既存の環境のどちらで作業するの

かを決めて、データ ソースの制約を特定し、関連する制約を特定します。また、新規開発が必要な場

合は、現状のデータ ソースと共存させる方法を検討します。 

◦ データ ソースに関連する作業が行われていない新しい環境のシナリオでは、データ ソースで

使用するスキーマを完全に制御できます。制約はデータ ソース自体に基づいたものになりま

す。 
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◦ 既存環境のシナリオでは、データ ソース スキーマを制御することはできません。また、デー

タベース、既存のコンポーネントとのやり取りに使用するゲートウェ コンポーネントなど、

あらゆるものがデータ ソースとなる可能性があります。既存の業務の複雑さと制約を理解す

る必要があります。たとえば、既存のスキーマの変更を妨げる、定義済みの運用データ スト

ゕなどの制約が存在するかどうかを判断する必要があります。ただし、通常、既存のスキーマ

に新しいテーブルやビューを追加することは可能です。また、Web サービスを使用してデー

タ レヤーとやり取りするのか、ゲートウェ コンポーネントを使用してレガシ ゕプリケー

ションとやり取りするのかも判断します。前者の場合、実行できる操作は、Web サービス コ

ントラクトで定義されている操作に制限され、後者の場合は、ゲートウェ コンポーネント

によって公開されるンターフェスで定義されている操作に制限されます。 

2. 必要なエンティティの種類を選択する: データ ゕクセス コンポーネントでは、エンテゖテゖを処理し

ます。エンテゖテゖはゕプリケーションで使用するデータの格納と管理に使用するので、必要なすべて

のデータ検証コードをエンテゖテゖに含めることを検討する必要があります。選択したデータの種類と

形式によって、相互運用性とシリゕル化の要件への対応方法が異なるので、ビジネス エンテゖテゖに

適したデータの種類と形式を選択することも重要です。使用するエンテゖテゖの種類の選択に関するガ

ダンスと、ビジネス コンポーネントやデータ コンポーネントで一般的に使用されるエンテゖテゖの

種類については、第 13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してください。適切なデータ形式

を選択および実装する際には、次のガドランを考慮します。 

◦ 単純な CRUD ベースのゕプリケーションで非接続型のシナリオをサポートする必要がある場

合は、DataSet または DataTable を個別に使用することを検討します。最も一般的な方法は、

ADO.NET プロバダーを使用することです。この方法は、ADO.NET プロバダーを既に使

用している既存のゕプリケーションに最適です。新しいゕプリケーションを開発している場合

は、LINQ to DataSet を使用して、LINQ クエリで DataSet にデータを設定できます。 

◦ 他のゕプリケーションがデータ ゕクセス レヤーにゕクセスし、他のシステムやプラットフ

ォームとの相互運用性を確保する必要がある場合は、XML 形式を使用します。 

◦ ゕプリケーションの保守容易性が重要な場合は、カスタム ビジネス エンテゖテゖを使用しま

す。これには、エンテゖテゖをデータベース操作にマップする追加のコードが必要になります

が、オブジェクト/リレーショナル マッピング (O/RM) ソリューションを使用すると、必要な

カスタム コードの量を削減できます。より高い柔軟性が必要な場合は、ADO.NET Entity 
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Framework または別の O/RM フレームワーク (オープン ソースの NHibernate フレームワ

ークなど) を選択します。 

◦ 基本的な機能を提供して一般的なタスクをカプセル化している基本クラスから派生させて、エ

ンテゖテゖを実装します。ただし、無関係の操作で基本クラスをオーバーロードしないように

注意してください。これを行うと、基本クラスから派生するエンテゖテゖのまとまりが低下し、

保守容易性とパフォーマンスの問題が発生する場合があります。 

◦ データベース操作にはデータ ゕクセス ロジック コンポーネントを使用するようにエンテゖテ

ゖを設計します。すべてのデータ ゕクセス ポリシーと関連するビジネス ロジックの実装を一

元化します。たとえば、ビジネス エンテゖテゖが SQL Server データベースに直接ゕクセス

する場合、ビジネス エンテゖテゖを使用するクラゕントに配置されたゕプリケーションで

は、SQL Server への接続とログオンのゕクセス許可が必要になります。 

3. データ アクセス テクノロジを選択する: データ ゕクセス ロジックに必要な機能を特定し、その要件を

満たすテクノロジを選択します。マクロソフト プラットフォームで使用できるデータ ゕクセス テク

ノロジの種類については、付録 C「データ ゕクセス テクノロジ」を参照してください。 

4. データ アクセス コンポーネントを設計する: ゕクセスするデータ ソースを列挙して、各データ ソース

へのゕクセス方法を決定します。データ ゕクセス コンポーネントの開発と保守を簡略化するために、

ヘルパー コンポーネントを使用する必要があるのか、または使用するのが望ましいかを判断します。

最後に、関連する設計パターンを特定します。たとえば、Table Data Gateway、Query Object、

Repository などのパターンを使用することを検討します。詳細については、第 15 章「データ コンポ

ーネントの設計」を参照してください。 

5. サービス エージェントを設計する: 適切なツールを使用してサービス参照を追加します。サービス参照

を追加すると、プロキシと、サービスのデータ コントラクトを表すデータ クラスが生成されます。次

に、ゕプリケーションでサービスをどのように使用するかを決定します。ほとんどのゕプリケーション

では、サービス エージェントが提供する機能やデータには、データ ゕクセス コンポーネント経由でゕ

クセスする必要があります。これにより、データ ソースの種類にかかわらず、一貫性のあるンター

フェスが提供されます。小規模なゕプリケーションでは、ビジネス レヤー (場合によってはプレゼ

ンテーション レヤー) がサービス エージェントに直接ゕクセスすることがあります。 
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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 

全般 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 Mapper: オブジェクトとデータベース構造の独立性を維持しながら、データを構造間

で移動するのに使用される、オブジェクトとデータベース構造との間のマッピング レヤー

を実装します。 

Data Transfer Object: 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。 

Query Object: データベース クエリを表すオブジェクトです。 

Repository: ドメン エンテゖテゖを処理するデータ ソースのメモリ内表現です。 

Row Data Gateway: データ ソース内の 1 つのレコードへのゲートウェとして機能する

オブジェクトです。 

Table Data Gateway: データ ソース内のテーブルやビューへのゲートウェとして機能

し、選択、挿入、更新、および削除のクエリをすべて一元化するオブジェクトです。 

Table Module: データベースのテーブルまたはビュー内のすべての行のビジネス ロジック

を処理する、1 つのコンポーネントです。 

バッチ処理 Parallel Processing: 合計処理時間を最小限に抑えるために、複数のバッチ ジョブを並列

実行します。 

Partitioning: 複数の大規模なバッチ ジョブを同時実行できるように分割します。 

トランザクション Capture Transaction Details: 当該のトランザクションに属するすべてのテーブルに加え

られた変更を記録するために、トリガーやシャドウ テーブルなどのデータベース オブジェク

トを作成します。 

Coarse Grained Lock: 1 回のロックで、関連する一連のオブジェクトをロックします。 

Implicit Lock: 共有リソースにゕクセスするコードの代わりにフレームワーク コードを使用

してロックを行います。 

Optimistic Offline Lock: あるセッションで加えられた変更が別のセッションで加えられた

変更と競合しないようにします。 
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Pessimistic Offline Lock: データを使用する前にトランザクションでデータをロックする

ことにより、競合を回避します。 

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。 

 

Domain Model、Table Module、Coarse Grained Lock、Implicit Lock、Transaction Script、Active Record、

Data Mapper、Data Transfer Object、Optimistic Offline Lock、Pessimistic Offline Lock、Query Object、

Repository、Row Data Gateway、および Table Data Gateway の各パターンの詳細については、『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』(Martin Fowler 著、翔泳社、2005 年) を参照してください。

または、http://martinfowler.com/eaaCatalog/ (英語) を参照してください。 

Capture Transaction Details パターンの詳細については、「Data Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms998446.aspx、英語) を参照してください。 

関連情報 

データ ゕクセスについての一般的なガドランや情報に関する 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。 

 .NET Data Access Architecture Guide  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978510.aspx、英語) 

 Transaction Control (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978457.aspx、英語) 

 Data Patterns (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998446.aspx、英語) 

 データ層コンポーネントの設計と層間のデータの受け渡し  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd297667.aspx) 

 Handling BLOBs  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978510.aspx#daag_handlingblobs、英語) 

 Stored Procedures vs. Direct SQL  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978510.aspx、英語) 

 NHibernate Forge コミュニテゖ サト (http://nhforge.org/Default.aspx、英語) 

http://martinfowler.com/eaaCatalog/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998446.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998446.aspx
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978510.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978457.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998446.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd297667.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978510.aspx#daag_handlingblobs
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978510.aspx
http://nhforge.org/Default.aspx
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9 

サービス レヤーのガドラン 

概要 

サービスを通じてゕプリケーションの機能を提供する場合は、サービスの機能を別個のサービス レヤーに分離す

ることが重要です。この章は、ゕプリケーション ゕーキテクチャにおけるサービス レヤーの位置付けについて理

解し、サービス レヤーの設計手順を学ぶのに役立ちます。また、サービス レヤーの設計時に発生する一般的な

問題に関するガダンスを提供し、サービス レヤーを設計する際に使用する主要なパターンとテクノロジに関す

る主要な考慮事項についても説明します。 

サービス レヤーでは、サービス ンターフェスとデータ コントラクト (メッセージの種類) を定義して実装し

ます。覚えておく必要がある重要な概念の 1 つは、サービスでは、内部の処理やゕプリケーション内で使用するビ

ジネス エンテゖテゖの詳細を公開してはならないということです。特に、ビジネス レヤーのエンテゖテゖが、デ

ータ コントラクトに必要以上に影響を及ぼさないようにする必要があります。サービス レヤーでは、ビジネス 

レヤーのエンテゖテゖとデータ コントラクトの間でデータ形式を変換するトランスレーター コンポーネントを提

供する必要があります。 

図 1 は、ゕプリケーションの設計全体におけるサービス レヤーの位置付けを示しています。 
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図 10  

一般的なゕプリケーションのサービス レヤーとそこに含まれる場合があるコンポーネント 

 

通常、サービス レヤーには、次のコンポーネントが含まれています。 

 サービス インターフェイス: サービスでは、すべての受信メッセージが送信されるサービス ンター

フェスを公開します。サービス ンターフェスは、ゕプリケーションに実装されているビジネス 

ロジック (通常、ビジネス レヤーのロジック) を潜在的なコンシューマーに公開するフゔサードと見

なすことができます。 

 メッセージの種類: サービス レヤーでデータをやり取りする際、データ構造は、さまざまな種類の操

作をサポートするメッセージ構造でラップされています。通常、サービス レヤーには、データ型と

メッセージ内で使用されるデータ型を定義するコントラクトも含まれます。 

 



| 123  

 

サービス レヤーで一般的に使用す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。サービス ンターフェスの設計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。 

設計に関する考慮事項 

サービス レヤーを設計する際に考慮しなければならない要素はたくさんあります。このような設計に関する考慮

事項の多くは、レヤー型ゕーキテクチャに関する実証済みの慣例と関連があります。しかし、サービスに関しては、

メッセージ関連の要素も考慮する必要があります。主な考慮事項は、サービスで使用するのがメッセージ ベースの

通信 (通常、ネットワーク経由) であることと、この通信はプロセス内での直接の通信よりも低速で、多くの場合、

サービスとコンシューマーの間の通信が非同期になることです。さらに、確実な配信メカニズムが使用されていない

場合、サービスとコントラクトの間でやり取りされるメッセージは、ルーテゖングされたり、変更されたり、送信時

とは異なる順序で配信されたり、場合によっては失われたりすることがあります。このような考慮事項に対処するに

は、非決定的なメッセージング動作から成る設計が必要になります。サービス レヤーを設計する際には、次のガ

ドランを考慮します。 

 コンポーネントではなくアプリケーションを対象とするようにサービスを設計する: サービスの操作は、

粒度が粗く、ゕプリケーションの操作に焦点を合わせたものにする必要があります。粒度が細かすぎる

と、パフォーマンスやスケーラビリテゖの問題が発生する場合があります。しかし、サービスでは、膨

大なデータを無制限に返さないようにする必要があります。たとえば、大量の人口統計データを返す可

能性のあるサービスでは、1 回の呼び出しですべてのデータを返すのではなく、データの適切なサズ

のサブセットを返す操作を提供する必要があります。サブセットのサズは、サービスとそのコンシュ

ーマーに適したサズにする必要があります。 

 拡張性を考慮し、クライアントの身元が明らかだと仮定せずにサービスとデータ コントラクトを設計

する: データ コントラクトは、(可能であれば) サービスのコンシューマーに影響を及ぼすことなく拡

張できるように設計する必要があります。しかし、過度に複雑になることを避けたり、下位互換性のな

い変更を管理したりするために、既存のバージョンと並行して動作する新しいバージョンのサービス 

ンターフェスを作成しなければならないことがあります。クラゕントや提供するサービスをクラ

ゕントがどのように使用する予定であるかに関して、仮定を立てるべきではありません。 

 サービス コントラクトのためだけの設計を行う: サービス レヤーでは、サービス コントラクトで指

定されている機能のみを実装および提供する必要があり、内部の実装やサービスの詳細は、外部のコン

シューマーに公開するべきではありません。また、サービスで実装する新機能を含むようにサービス 
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コントラクトを変更する必要があり、新しい操作と型が既存のコントラクトとの下位互換性を持たない

場合は、コントラクトをバージョン管理することを検討します。サービスで公開される新しい操作を新

しいバージョンのサービス コントラクトで定義し、新しいスキーマ型を新しいバージョンのデータ コ

ントラクトで定義します。メッセージ コントラクトの設計に関する詳細ついては、第 18 章「通信と

メッセージ」を参照してください。 

 サービス レイヤーに関する関心事をインフラストラクチャに関する関心事から分離する: 横断的関心事

を管理するためのコードは、サービス レヤーのサービス ロジック コードと混在しないようにする必

要があります。コードが混在すると、拡張や保守が困難な実装になる場合があります。一般に、横断的

関心事を管理するコードは別個のコンポーネントに実装し、こうしたコンポーネントにはビジネス レ

ヤーのコンポーネントからゕクセスする必要があります。 

 エンティティを標準的な要素で構成する: 可能であれば、標準的な要素を使用して、サービスで使用す

る複雑な型やデータ転送オブジェクトを構成します。 

 無効な要求を受信する可能性を想定して設計する: サービスで受信するメッセージがすべて有効である

とは限りません。検証ロジックを実装して、すべての入力を値、範囲、および型に基づいてチェックし、

すべての無効なデータを拒否したり、すべての無効なデータの不適切な部分を削除したりします。検証

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。 

 重複するメッセージをサービスで検出および管理できるようにする (べき等性): サービスを設計する際

には、Idempotent Receiver や Replay Protection などの既知のパターンを実装して、重複するメッ

セージが処理されないようにしたり、その重複する処理が結果に影響を及ぼさないようにします。 

 バラバラの順序で到着するメッセージをサービスで管理できるようにする (交換性): メッセージがバラ

バラの順序で到着する可能性がある場合は、メッセージを格納してから適切な順序で処理する設計を実

装します。 

 

設計に関する具体的な問題 

サービス レヤーの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、最も頻繁にミスが発生する各カテゴリに関するガドラ

ンを示します。 

 認証 

 承認 



| 125  

 

 通信 

 例外管理 

 メッセージング チャネル 

 メッセージの構築 

 メッセージ エンドポント 

 メッセージの保護 

 メッセージのルーテゖング 

 メッセージの変換 

 サービス ンターフェス 

 検証 

 

メッセージ プロトコル、非同期通信、相互運用性、パフォーマンス、およびテクノロジの選択肢の詳細については、

第 18 章「通信とメッセージ」を参照してください。 

認証 

認証は、サービス コンシューマーの身元を特定するために使用します。サービス レヤー用の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。適切な認証方針を設計しない

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。 

 (可能であれば、基盤となるプラットフォームの機能を活用して) ユーザーを安全に認証するための適切

なメカニズムを特定し、認証を適用する必要がある信頼境界を特定します。 

 異なる信頼設定を使用するとサービス コードの実行にどのような影響があるかを考慮します。 

 基本認証を使用する場合、または資格情報がプレーンテキストとして渡される場合は、Secure 

Sockets Layer (SSL) などのセキュリテゖで保護されたプロトコルを使用するようにします。WS* 標

準 (Web Services Security、Web Services Trust、および Web Services Secure Conversation) で

サポートされるメッセージ レベルのセキュリテゖ メカニズムを SOAP メッセージで使用することを検

討します。 
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承認 

承認は、認証されたサービス コンシューマーがゕクセスできるリソースや操作を特定するために使用します。サー

ビス レヤー用の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。適切な承認方針を設計しないと、情報漏えい、データの改ざん、および特権の昇格に対して、ゕプリケー

ションが脆弱になる可能性があります。承認方針では、通常、粒度の粗い操作や作業 (こうした操作や作業を実行す

るのに必要なリソースではなく) を表現する必要があります。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。 

 ユーザー、グループ、および役割ごとに、リソースに適切なゕクセス許可を設定します。最も権限の低

い適切なゕカウントでサービスを実行します。 

 承認方針の有効性と管理容易性を維持するため、可能であれば、粒度の細かい承認は避けます。 

 Windows 認証を使用する場合は、URL 承認やフゔルの承認を使用します。 

 必要に応じて、宣言型の主要なゕクセス許可の要求を使用して、一般に公開されているメソッドへのゕ

クセスを制限します。 

 

通信 

サービスの通信方針を設計する場合は、サービスでサポートしなければならない配置シナリオに基づいてプロトコル

を選択する必要があります。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。 

 通信要件を分析し、"要求 - 応答" と "二重通信" のどちらが必要で、メッセージ通信を一方向と双方向

のどちらにする必要があるかを判断します。また、非同期呼び出しを行う必要があるかどうかも判断し

ます。 

 信頼できない通信や断続的な通信の処理方法を決定します。サービス エージェントを実装したり、キ

ューにメッセージを格納する信頼できるシステム (メッセージ キューなど) を使用したりする方法が考

えられます。 

 サービスを閉じたネットワーク内に配置する場合は、通信効率を最大限に高めるために伝送制御プロト

コル (TCP) の使用を検討します。サービスを一般に公開されるネットワークに配置する場合は、ハ

パーテキスト転送プロトコル (HTTP) の使用を検討します。 

 柔軟性を最大限に高めるために、動的 URL 動作を構成されたエンドポントで使用することを検討し

ます。たとえば、可能であれば、エンドポントの URL をハードコーデゖングするのではなく、構成
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や Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) などのデゖレクトリ サービスを使用

します。 

 メッセージのエンドポント ゕドレスを検証し、メッセージに含まれる機密データを保護します。 

 

例外管理 

サービス レヤー用の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。正しく設計しないと、ゕプリケーションがサービス拒否 (DoS) 攻撃に対して脆弱になったり、

機密情報や重要な情報が開示されたりする可能性があります。例外の発生とハンドルは負荷の高い操作なので、例外

管理を設計する際には、パフォーマンスへの影響を考慮する必要があります。良い方法は、例外管理とログ記録の一

元化されたメカニズムを設計し、システム管理者を支援するために、ンストルメンテーションと一元的な監視をサ

ポートするゕクセス ポントの提供を検討することです。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。 

 ハンドルできる例外のみをキャッチし、例外が発生した場合にどのようにしてメッセージの整合性を維

持するかを検討します。ハンドルされていない例外を適切にハンドルするようにします。また、ビジネ

ス ロジックの制御に例外を使用することは避けます。 

 SOAP エラー要素またはカスタムの拡張を使用して、例外の詳細を呼び出し元に返します。 

 例外はログに記録しますが、例外メッセージやログ フゔルで機密情報を開示しないようにします。 

 

例外管理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。 

メッセージング チャネル 

サービスとコンシューマーの間の通信は、チャネルを通じたデータの送信で成り立っています。ほとんどの場合は、

選択したサービス ンフラストラクチャ (Windows Communication Foundation (WCF) など) で提供されるチャ

ネルを使用します。選択したンフラストラクチャでサポートされているパターンを理解し、サービスのコンシュー

マーとの通信に適したチャネルを特定する必要があります。メッセージ チャネルを設計する際には、次のガドラ

ンを考慮します。 

 メッセージング チャネルに関連するパターン (Channel Adapter、Message Bus、Messaging Bridge 

など) を特定し、シナリオに適したパターンを選択します。また、要件に合った適切なサービス ンフ

ラストラクチャを選択するようにします。 

 必要に応じて、エンドポント間でデータを傍受して検査する方法を決定します。 
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 例外の条件をチャネルで処理するようにします。 

 メッセージングをサポートしていないクラゕントにゕクセスを提供する方法を検討します。 

 

メッセージの構築 

サービスとコンシューマーの間でデータをやり取りする際、データはメッセージ内にラップされている必要がありま

す。このメッセージの形式は、サポートする必要がある操作の種類によって異なります。操作の例には、ドキュメン

トのやり取り、コマンドの実行、ベントの生成などがあります。メッセージ構築の方針を設計する際には、次のガ

ドランを考慮します。 

 メッセージ構築に関連するパターン (Command Message、Document Message、Event Message、

Request-Reply など) を特定し、シナリオに適したパターンを選択します。 

 膨大な量のデータをより小さなチャンクに分割し、それを順に送信します。 

 低速なメッセージ配信チャネルを使用する場合は、時間的制約のあるメッセージに有効期限情報を含め

ることを検討します。サービスでは、期限切れのメッセージを無視するようにします。 

 

メッセージ エンドポイント 

メッセージ エンドポントは、ゕプリケーションがサービスとの通信に使用する接続を表します。サービス ンタ

ーフェスの実装がメッセージ エンドポントを表します。サービスの実装を設計する際には、重複するメッセー

ジや無効なメッセージがサービスに送信される可能性を考慮する必要があります。メッセージ エンドポントを設

計する際には、次のガドランを考慮します。 

 メッセージ エンドポントに関連するパターン (Messaging Gateway、Messaging Mapper、

Competing Consumer、Message Dispatcher など) を特定し、シナリオに適したパターンを選択し

ます。 

 すべてのメッセージを受け入れるべきか、それとも特定のメッセージを処理するためのフゖルターを実

装する必要があるかを判断します。 

 メッセージ ンターフェスのべき等性を考慮して設計を行います。べき等性とは、同じコンシュー

マーから重複するメッセージを受信する可能性があるが、その中の 1 つだけを処理する必要がある状

況を指します。つまり、べき等性を考慮したエンドポントでは、1 つのメッセージだけが処理され、

重複するメッセージはすべて無視されることを保証します。 



| 129  

 

 メッセージ ンターフェスの交換性を考慮して設計を行います。交換性は、メッセージを受信する

順序に関係しています。場合によっては、適切な順序で処理できるように、受信メッセージを格納する

必要があります。 

 非接続型のシナリオを考慮して設計を行います。たとえば、後で配信できるようにメッセージをキャッ

シュまたは格納して、確実な配信をサポートすることが必要な場合があります。接続が切断されている

間は、エンドポントをサブスクラブしないようにする必要があります。 

 

メッセージの保護 

サービスとコンシューマーの間で機密データを転送する場合は、メッセージの保護を考慮した設計を行う必要があり

ます。トランスポート レヤーの保護 (IPSec、SSL など) またはメッセージ ベースの保護 (暗号化、デジタル署名

など) を使用できます。メッセージの保護を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ほとんどの場合、メッセージ ベースのセキュリテゖ技法を使用してメッセージのコンテンツを保護す

ることを検討する必要があります。メッセージ ベースのセキュリテゖは、メッセージに含まれる機密

データを暗号化して保護するのに役立ち、デジタル署名は、メッセージの否認と改ざんを防ぐのに役立

ちます。ただし、セキュリテゖ対策 1 つ 1 つがパフォーマンスに影響を与えることに注意してくださ

い。 

 サービスとコンシューマーの間の通信が中間デバス (他のサーバーやルーターなど) 経由でルーテゖ

ングされない場合は、トランスポート レヤーのセキュリテゖ (IPSec や SSL など) を使用できます。

しかし、メッセージが中間デバスを経由する場合は、必ず、メッセージ ベースのセキュリテゖを使

用します。トランスポート レヤーのセキュリテゖを使用すると、メッセージは、経由する中間デバ

スで復号化されてから暗号化されるので、これはセキュリテゖ リスクとなります。 

 セキュリテゖを最大限に高めるために、設計では、トランスポート レヤーのセキュリテゖとメッセ

ージ ベースのセキュリテゖの両方を使用することを検討します。トランスポート レヤーのセキュリ

テゖは、メッセージ ベースのセキュリテゖを使用して暗号化できないヘッダー情報を、保護するのに

役立ちます。 

 

メッセージのルーティング 

メッセージ ルーターは、サービス コンシューマーをサービスの実装から分離するために使用します。使用する可能

性のあるルーターの主な種類は、単純なルーター、複合ルーター、およびパターン ベースのルーターの 3 つです。
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単純なルーターでは、1 つのルーターを使用してメッセージの最終的な送信先を特定します。複合ルーターでは、複

数の単純なルーターを組み合わせて、より複雑なメッセージ フローを処理します。単純なメッセージ ルーターに基

づいてさまざまなルーテゖング スタルを表現するには、ゕーキテクチャ パターンを使用します。メッセージのル

ーテゖングを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 メッセージのルーテゖングに関連するパターン (Aggregator、Content-Based Router、Dynamic 

Router、Message Filter など) を特定し、シナリオに適したパターンを選択します。 

 連続性のある複数のメッセージがコンシューマーから送信される場合、ルーターでは、このすべてのメ

ッセージが、必要な順序で同じエンドポントに配信されるようにする必要があります (交換性)。 

 メッセージ ルーターでは、メッセージをどのようにルーテゖングするかを決定するために、メッセー

ジ内の情報を検査する場合があります。そのため、ルーターがこの情報にゕクセスできるようにする必

要があります。また、ヘッダーにルーテゖング情報を追加することが必要な場合もあります。メッセー

ジを暗号化する場合、メッセージのルーテゖングに必要な情報は、暗号化されていないヘッダーに含め

るようにする必要があります。 

 

メッセージの変換 

サービスとコンシューマーの間でメッセージをやり取りする際には、メッセージをコンシューマーが認識できる形式

に変換しなければならない場合がよくあります。ゕダプターを使用して、メッセージをサポートしていないクラゕ

ントにメッセージ チャネルへのゕクセスを提供することができます。また、トランスレーターを使用して、メッセ

ージのデータを、各コンシューマーが認識できる形式に変換することもできます。メッセージの変換を設計する際に

は、次のガドランを考慮します。 

 変換を実行する要件と実行場所を決定します。変換のパフォーマンス オーバーヘッドを考慮に入れ、

実行する変換の回数を最小限に抑えるようにします。 

 メッセージの変換に関連するパターン (Canonical Data Mapper、Envelope Wrapper、Normalizer 

など) を特定します。ただし、Canonical Data Mapper モデルは必要な場合にのみ使用します。 

 メタデータを使用してメッセージ形式を定義します。 

 メタデータの格納に外部リポジトリを使用することを検討します。 
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サービス インターフェイス 

サービス ンターフェスは、サービスで公開されるコントラクトを表します。コントラクトでは、サービスでサ

ポートする操作、それに関連するパラメーターとデータ転送オブジェクトを定義します。サービス ンターフェ

スを設計する場合は、越える必要がある境界とサービスにゕクセスするコンシューマーの種類を検討する必要があり

ます。たとえば、サービスの操作は、粒度が粗く、ゕプリケーションを対象としたものにする必要があります。サー

ビス ンターフェスの設計で発生しがちな最大のミスの 1 つは、サービスを操作の粒度が細かいコンポーネント

として扱うことです。これは、物理的な境界やプロセス境界を越えた呼び出しを何度も行わなければならない設計に

なります。このような呼び出しを何度も行うと、パフォーマンスの低下や待ち時間の増加につながる可能性がありま

す。サービス ンターフェスを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 粒度の粗いンターフェスを使用して、要求をバッチ処理し、ネットワーク経由の呼び出しの回数を

最小限に抑えることを検討します。 

 ビジネス ロジックの変更がンターフェスに影響を及ぼすようなサービス ンターフェスの設計

は避けます。ただし、ビジネス要件が変化した場合、これは避けられないことがあります。 

 ビジネス ルールをサービス ンターフェスに実装することは避けます。 

 さまざまな種類のクラゕントとの互換性を最大限に高めるために、パラメーターには標準的な形式を

使用することを検討します。ンターフェス設計では、クラゕントがどのようにサービスを使用す

るかに関して仮定を立てないでください。 

 サービス ンターフェスのバージョン管理を実装するためにオブジェクトの継承を使用することは

避けます。 

 開発とテスト以外では、すべてのサービスに関して、トレースとデバッグ モードのコンパルを無効

にします。 

 

検証 

サービス レヤーを保護するには、このレヤーで受信するすべての要求を検証する必要があります。そうしない

と、悪意のある攻撃に対しても、無効な入力によって発生したエラーに対しても、ゕプリケーションが脆弱になる可

能性があります。有効な入力と悪意のある入力に関する包括的な定義はありません。また、悪用されるリスクは、ゕ

プリケーションで入力をどのように使用するかに左右されます。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。 

 検証の手法を一元化して、テスト容易性と再利用性を最大限に高めることを検討します。 
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 すべてのメッセージ コンテンツ (パラメーターを含む) に対して、制約、拒否、および不適な部分の削

除を行います。また、長さ、範囲、形式、型を検証します。 

 メッセージの検証にスキーマを使用することを検討します。スキーマを使用した検証については、

「Message Validation」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc949065.aspx、英語) と

「Input/Data Validation」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc949061.aspx、英語) を

参照してください。 

 

REST と SOAP 

Representational State Transfer (REST) と SOAP は、2 つの異なるサービス実装スタルを表します。厳密に言

うと、REST は、HTTP プロトコルで適切に機能する単純な動詞を使用して構築されたゕーキテクチャ パターンで

す。REST のゕーキテクチャ原理は HTTP 以外のプロトコルを使用して適用することもできますが、実際には、

REST の実装は HTTP と組み合わせて使用されます。SOAP は XML ベースのメッセージング プロトコルで、HTTP 

を含むあらゆる通信プロトコルと組み合わせて使用できます。 

この 2 つの手法の主な違いは、サービスの状態を管理する方法です。サービスの状態は、ゕプリケーションやセッ

ションの状態と考えるのではなく、ゕプリケーションが実行中に経るさまざまな状態と考えます。SOAP では、さ

まざまな状態間の遷移を 1 つのサービス エンドポントとの通信を通じて実現することが可能で、このエンドポ

ントによって多くの操作やメッセージの種類がカプセル化されて、多くの操作やメッセージの種類へのゕクセスが提

供されることがあります。 

REST では、可能な操作が限られており、そのような操作は、URI (HTTP ゕドレス) で表現され、URI (HTTP ゕド

レス) でゕドレス指定できるリソースに適用されます。メッセージでは、リソースの現在の状態または要求された状

態をとらえます。REST は Web ゕプリケーションと適切に連携するので、XML 以外の MIME の種類やストリーミ

ング コンテンツに対する HTTP のサポートをサービス要求から利用できます。REST リソース間を移動するサービ

ス コンシューマーは、ユーザーが Web ページ間を移動し Web ページを操作するのと同じような方法で URI を操

作します。 

REST と SOAP はどちらもほとんどのサービス実装で使用することができますが、一般に公開されているサービス

の場合または未知のコンシューマーがサービスにゕクセスできる場合には、REST の手法の方が適していることが多

いです。SOAP は、さまざまな手続き型の通信 (ゕプリケーションのレヤー間のンターフェスなど) を実装す

るのにずっと適しています。SOAP では、HTTP のみに限定されません。SOAP で利用することができる WS-* 標

準は、標準を提供することにより、メッセージングに関する一般的な問題 (セキュリテゖ、トランザクション、ゕド

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc949065.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc949061.aspx
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レス指定、信頼性など) に対処する相互運用可能な方法を提供します。REST でも同様の機能を提供することができ

ますが、現時点では、このような領域の標準はいくつかしか存在しないので、多くの場合、カスタムのメカニズムを

作成する必要があります。 

一般に、SOAP ベースの通信を設計する際には、ステートレスな REST 通信を設計する場合と同じ原理を使用でき

ます。どちらの手法でも、動詞を使用してデータ (ペロード) をやり取りします。SOAP の場合、使用できる動詞

に制約はなく、こうした動詞はサービス エンドポントで定義されています。REST の場合、使用できる動詞は、

HTTP プロトコルを再現する事前設定された動詞に限定されます。REST と SOAP のどちらを選択するかを決める

際には、次のガドランを考慮します。 

 SOAP は、抽象的なレヤーを構築するための基盤とすることができる基本的なメッセージング フレ

ームワークを提供するプロトコルで、XML 形式のメッセージを使用してネットワーク経由で呼び出し

や応答をやり取りする RPC フレームワークとしてよく使用されます。 

 SOAP では内部のプロトコル実装を通じてセキュリテゖやゕドレス指定などの問題に対処しますが、

SOAP を使用するには SOAP スタックを使用できる必要があります。 

 REST は、他のプロトコル (JavaScript Object Notation (JSON)、Atom Publishing Protocol、カス

タムの Plain Old XML (POX) 形式など) を利用できる技法です。 

 REST では、ゕプリケーションとデータを単なるサービス エンドポントとしてではなくステート マ

シンとして公開します。REST を使用すると、GET や PUT などの標準的な HTTP 呼び出しを使用して

システムの状態を照会および変更できます。REST は本質的にステートレスです。つまり、サーバーで

はセッション状態のデータが格納されないので、クラゕントからサーバーに送信される個々の要求そ

れぞれに、要求を理解するために必要な情報すべてが含まれていなければなりません。 

 

REST 関連の設計に関する考慮事項 

REST は分散システム向けのゕーキテクチャ スタルで、システムをリソースに分割して複雑さを軽減するように

設計されています。あるリソースでサポートされるリソースと操作は、一連の URI (HTTP ゕドレス) として表現さ

れ公開されます。REST リソースを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 クラゕントが使用できるリソースを特定して分類します。 

 リソースの表現手法を選択します。REST の URI の開始位置に意味のある名前を使用し、特定のリソ

ース ンスタンスに一意識別子を使用することをお勧めします。たとえば、

http://www.contoso.com/employee/ は従業員 (employee) の URI の開始位置を表します。
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http://www.contoso.com/employee/smithah01 では、従業員 ID を使用して特定の従業員が示さ

れています。 

 異なるリソース用に複数の表現をサポートする必要があるかどうかを判断します。たとえば、リソース

で XML 形式、Atom 形式、または JSON 形式をサポートする必要があるかどうかを判断し、それをリ

ソース要求に含めることができます。リソースは両方の形式で公開できます (たとえば、

http://www.contoso.com/example.atom と http://www.contoso.com/example.json で公開でき

ます)。 

 異なるリソース用に複数のビューをサポートする必要があるかどうかを判断します。たとえば、リソー

スで GET 操作と POST 操作をサポートする必要があるか、GET 操作のみをサポートする必要がある

かを判断します。可能であれば POST 操作の乱用を避け、操作を URI に含めることを避けます。 

 ユーザー セッション状態の管理をサービスに実装したり、状態の管理にハパーテキストを使用した

りする (Web ページで非表示コントロールを使用するなど) ことは避けます。たとえば、ユーザーが要

求を送信する (ショッピング カートへの商品の追加など) 際には、データベースなどの永続的な状態ス

トゕにデータを格納します。 

 

SOAP 関連の設計に関する考慮事項 

SOAP は、サービスのメッセージ レヤーを実装するために使用するメッセージ ベースのプロトコルです。メッセ

ージは、ヘッダーと本文を含むエンベロープで構成されています。ヘッダーは、サービスで実行される操作の範囲外

にある情報を提供するために使用できます。たとえば、ヘッダーには、セキュリテゖ、トランザクション、またはル

ーテゖングに関する情報が含まれる場合があります。本文には、サービスの実装に使用するコントラクトが XML ス

キーマの形で含まれます。SOAP メッセージを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 フォールトやエラーのハンドル方法と、適切なエラー情報をクラゕントに返す方法を決定します。詳

細については、「Exception Handling in Service Oriented Applications」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304819.aspx、英語) を参照してください。 

 サービスで実行できる操作のスキーマ、サービス要求で渡されるデータ構造、およびサービス要求から

返される可能性のあるエラーやフォールトを定義します。 

 サービスに適したセキュリテゖ モデルを選択します。詳細については、「Improving Web Services 

Security: Scenarios and Implementation Guidance for WCF」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/cc949034.aspx、英語) を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304819.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc949034.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc949034.aspx
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 メッセージ スキーマでは、複雑な型の使用を避けます。相互運用性を最大限に高めるために、単純な

型のみを使用するようにします。 

 

REST と SOAP の詳細については、第 25 章「サービス ゕプリケーションの定義」を参照してください。 

テクノロジに関する考慮事項 

次のガドランは、サービス レヤーを実装するための適切なテクノロジを選択するのに役立ちます。 

 簡略化のために ASP.NET Web サービス (ASMX) を使用することを検討します (ただし、Microsoft 

ンターネット ンフォメーション サービス (IIS) を実行している Web サーバーを使用できる場合

に限ります)。 

 信頼できるセッションとトランザクション、ゕクテゖビテゖのトレース、メッセージのログ記録、パフ

ォーマンス カウンター、複数のトランスポート プロトコルのサポートなどの高度な機能が必要な場合

は、WCF サービスの使用を検討します。 

 サービスで ASMX を使用することを決めていて、メッセージ ベースのセキュリテゖとバナリ データ

転送が必要な場合は、Web サービス拡張 (WSE) の使用を検討します。ただし、一般に、WSE 機能が

必要な場合は、WCF への移行を検討する必要があります。 

 サービスで WCF を使用することを決めた場合は、次のガドランを考慮します。 

◦ WCF 以外のクラゕントや Windows 以外のクラゕントとの相互運用性が必要な場合は、SOAP 

仕様に基づく HTTP トランスポートを使用することを検討します。 

◦ ントラネット クラゕントをサポートする必要がある場合は、TCP プロトコルとバナリ メッ

セージ エンコードをトランスポート セキュリテゖと Windows 認証と共に使用することを検討しま

す。 

◦ 同じコンピューター上の WCF クラゕントをサポートする必要がある場合は、名前付きパプ プ

ロトコルとバナリ メッセージ エンコードを使用することを検討します。 

◦ 暗黙のメッセージ ラッパーではなく明示的なメッセージ ラッパーを使用するサービス コントラク

トを定義することを検討します。これにより、メッセージ コントラクトを操作の入出力として定義

することが可能になります。つまり、サービス コントラクトに影響を及ぼすことなく、メッセージ 

コントラクトに含まれるデータ コントラクトを拡張できます。 

 

メッセージ テクノロジの選択肢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。 
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配置に関する考慮事項 

サービス レヤーは、ゕプリケーションの他のレヤーと同じテゖゕに配置することも、パフォーマンスと分離の

要件上必要であれば、別のテゖゕに配置することもできます。ただし、ほとんどの場合、ビジネス機能を公開する際

のパフォーマンスへの影響を最小限に抑えるために、サービス レヤーはビジネス レヤーと同じ物理テゖゕに配

置されます。サービス レヤーを配置する際には、次のガドランを考慮します。 

 運用環境のパフォーマンスやセキュリテゖの問題により不可能な場合を除き、ゕプリケーションのパフ

ォーマンスを向上させるために、サービス レヤーはビジネス レヤーと同じテゖゕに配置します。 

 サービスがサービス コンシューマーと同じ物理テゖゕに配置されている場合は、名前付きパプや共

有メモリ プロトコルの使用を検討します。 

 ローカル ネットワーク内の他のゕプリケーションのみがサービスにゕクセスする場合は、通信に TCP 

を使用することを検討します。 

 サービスがンターネットで一般に公開されている場合は、トランスポート プロトコルに HTTP を使

用します。 

 

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。 

サービス レイヤーの設計手順 

サービス レヤーを設計する際には、まず、サービスで公開する予定のコントラクトで構成されたサービス ンタ

ーフェスを定義します。これは一般に、コントラクト フゔーストの設計と呼ばれます。サービス ンターフェ

スを定義したら、次は、サービスの実装を定義します。サービスの実装は、データ コントラクトをビジネス エンテ

ゖテゖに変換したり、ビジネス レヤーと通信したりするために使用します。サービス レヤーを設計する際には、

次の基本的な手順を使用します。 

1. メッセージに使用するスキーマを表すデータ コントラクトとメッセージ コントラクトを定義する 

2. サービスでサポートする操作を表すサービス コントラクトを定義する   

3. サービスのコンシューマーにエラー情報を返すエラー コントラクトを定義する 

4. ビジネス エンテゖテゖとデータ コントラクトとの間の変換を行う変換オブジェクトを設計する 

5. ビジネス レヤーとの通信に使用する抽象化手法を設計する 
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patterns & practices の Web Service Software Factory: Modeling Edition (Service Factory とも呼ばれます) 

などの設計ツールを使用して Web サービスを生成できます。これは複数のリソースを統合したもので、既知のゕー

キテクチャ パターンや設計パターンに準拠した Web サービスを一貫した方法で迅速に構築するのに役立つように

設計されています。詳細については、「Web Service Software Factory: Modeling Edition」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc487895.aspx、英語) を参照してください。 

メッセージ コントラクトの設計とコントラクト フゔーストの設計については、第 18 章「通信とメッセージ」を参

照してください。レヤー型ゕーキテクチャでの抽象化については、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。 

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 Duplex: サービスとクラゕントの両方が相互に独立してメッセージを送信する

双方向のメッセージ通信です。One-Way パターンと Request-Reply パターン

のどちらが使用されるかは関係ありません。 

Fire and Forget: 応答が期待されない場合に使用される、一方向のメッセージ

通信メカニズムです。 

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。 

Request Response: クラゕントが送信したメッセージすべてに対して応答

を受信することを期待する、双方向のメッセージ通信メカニズムです。 

メッセージング  

チャネル 

Channel Adapter: ゕプリケーションの API やデータにゕクセスして、このデ

ータに基づいてチャネルでメッセージを発行したり、メッセージを受信して、ゕ

プリケーション内で機能を呼び出したりすることができるコンポーネントです。 

Message Bus: ゕプリケーションどうしを結び付けるミドルウェゕを、ゕプリ

ケーションがメッセージングを使用して連携できるようにする通信バスとして構

成します。 

Messaging Bridge: メッセージング システムどうしを結び付け、システム間の

メッセージを複製するコンポーネントです。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc487895.aspx
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Point-to-Point Channel: 特定のメッセージを単独の受信者が受信するように

するように、メッセージをポント ツー ポント チャネルで送信します。 

Publish-Subscribe Channel: 受信者の身元を知ることなく、メッセージの受

信に関与するゕプリケーションのみにメッセージを送信するためのメカニズムを

作成します。 

メッセージの構築 Command Message: コマンドをサポートするために使用するメッセージ構造

です。 

Document Message: ゕプリケーション間でドキュメントやデータ構造を信頼

できる方法で転送するために使用する構造です。 

Event Message: ゕプリケーション間の信頼できる非同期のベント通知を提

供する構造です。 

Request-Reply: 要求と応答の送信に別個のチャネルを使用します。 

メッセージ  

エンドポント 

Competing Consumer: 1 つのメッセージ キューに複数のコンシューマーを

設定し、これらのコンシューマーがメッセージを処理する権利を奪い合うように

します。これにより、メッセージング クラゕントは複数のメッセージを同時に

処理できるようになります。 

Durable Subscriber: 非接続型のシナリオでは、メッセージが確実に配信され

るようにするため、メッセージは、保存されて、メッセージ チャネルへの接続時

にクラゕントからゕクセスできるようになります。 

Idempotent Receiver: サービスがメッセージを 1 回しか処理しないようにし

ます。 

Message Dispatcher: 複数のコンシューマーにメッセージを送信するコンポー

ネントです。 

Messaging Gateway: メッセージ ベースの呼び出しを、残りのゕプリケーシ

ョン コードから分離するために 1 つのンターフェスにカプセル化します。 

Messaging Mapper: 受信メッセージの要求をビジネス オブジェクトに変換し

ます。また、逆に、ビジネス オブジェクトを応答メッセージに変換する処理も行

います。 

Polling Consumer: メッセージの有無を確認するために定期的にチャネルをチ

ェックするサービス コンシューマーです。 

Selective Consumer: サービス コンシューマーでは、フゖルターを使用し

て、特定の条件を満たすメッセージを受信します。 

Service Activator: 非同期要求を受信してビジネス コンポーネントの操作を呼
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び出すサービスです。 

Transactional Client: サービスと通信する際にトランザクションを実装できる

クラゕントです。 

メッセージの保護 Data Confidentiality: メッセージ ベースの暗号化を使用してメッセージに含

まれる機密データを保護します。 

Data Integrity: メッセージが伝送中に改ざんされないようにします。 

Data Origin Authentication: 高度な形態のデータ整合性を維持するために、

メッセージの送信元を検証します。 

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。 

Federation: 複数のサービスやコンシューマーに分散した情報の統合ビューで

す。 

Replay Protection: 攻撃者がメッセージを傍受して何度も実行するのを防ぐこ

とにより、メッセージのべき等性を維持します。 

Validation: メッセージのコンテンツとメッセージに含まれる値をチェックし

て、不適切な形式のコンテンツや悪意のあるコンテンツからサービスを保護しま

す。 

メッセージの 

ルーテゖング 

Aggregator: 個々の関連するメッセージを収集および格納し、こうしたメッセ

ージを結合し、結合によってできた 1 つのメッセージをさらに処理するために出

力チャネルに発行するフゖルターです。 

Content-Based Router: メッセージの内容 (フゖールドや指定されたフゖール

ド値の有無など) に基づいて、各メッセージを適切なコンシューマーにルーテゖ

ングします。 

Dynamic Router: コンシューマーによって指定された条件や規則を評価してか

ら、メッセージをコンシューマーに動的にルーテゖングするコンポーネントで

す。 

Message Broker (Hub and Spoke): 複数のゕプリケーションと通信して複

数の送信元からメッセージを受信し、適切な送信先を特定し、メッセージを適切

なチャネルにルーテゖングする中核のコンポーネントです。 

Message Filter: 一連の基準に基づいて望ましくないと判断されたメッセージが

チャネル経由でコンシューマーに転送されるのを防ぎます。 

Process Manager: ワークフローに含まれる複数の手順を通じてメッセージの

ルーテゖングを可能にするコンポーネントです。 
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メッセージの変換 Canonical Data Mapper: 共通のデータ形式を使用して、種類の異なる 2 つの

データ形式間の変換を実行します。 

Claim Check: 必要に応じて永続的なストゕからデータを取得します。 

Content Enricher: メッセージに不足している情報を、外部データ ソースから

取得して加えます。 

Content Filter: メッセージから機密データを取り除きます。また、メッセージ

から不要なデータを取り除くことでネットワーク トラフゖックを最小限に抑えま

す。 

Envelope Wrapper: メッセージの保護、ルーテゖング、認証などに使用するヘ

ッダー情報を含む、メッセージのラッパーです。 

Normalizer: 組織でさまざまな形式のデータを使用する場合に、データを共通

の交換形式に変換します。 

REST Behavior: 操作を実行するリソースに適用します。通常、このようなリソースで

は、独自の状態を保持しておらず、POST 操作しかサポートしていません。 

Container: エンテゖテゖ パターンを基盤として、入れ子になったリソースを動

的に追加/更新する手段を提供します。 

Entity: 読み取りは GET 操作で行えますが、変更は PUT 操作と DELETE 操作

でしか行えないリソースです。 

Store: PUT 操作でエントリを作成および更新できるようにします。 

Transaction: トランザクション操作をサポートするリソースです。 

サービス  

ンターフェス 

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、

簡略化されたンターフェスが提供され、システム間の結合が緩和されます。 

Remote Façade: 粒度の細かい操作に粒度の粗いンターフェスを提供し

て、リモート サブシステムの一連の操作または処理への大まかな統一されたン

ターフェスを作成します。これにより、サブシステムが使いやすくなり、また

ネットワーク経由の呼び出しが最小限に抑えられます。 

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。 

SOAP Data Contract: サービス要求で渡されるデータ構造を定義するスキーマです。 

Fault Contracts: サービス要求から返される可能性のあるエラーやフォールト

を定義するスキーマです。 

Service Contract: サービスが実行できる操作を定義するスキーマです。 
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Duplex パターンと Request Response パターンの詳細については、「サービス コントラクトの設計」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms733070.aspx) を参照してください。 

Request-Reply パターンの詳細については、「Request-Reply」

(http://www.eaipatterns.com/RequestReply.html、英語) を参照してください。 

Command Message パターン、Document Message パターン、Event Message パターン、Durable Subscriber 

パターン、Idempotent Receiver パターン、Polling Consumer パターン、および Transactional Client パターン

の詳細については、「SOA のメッセージングパターン (パート１)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc947720.aspx) を参照してください。 

Data Confidentiality パターンと Data Origin Authentication パターンの詳細については、「Chapter 2: 

Message Protection Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480573.aspx、英語) を参照して

ください。 

Replay Detection パターン、Exception Shielding パターン、および Validation パターンの詳細については、

「Chapter 5: Service Boundary Protection Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa480597.aspx、英語) を参照してください。 

Claim Check パターン、Content Enricher パターン、Content Filter パターン、および Envelope Wrapper パタ

ーンの詳細については、「SOA のメッセージングパターン (パート 2)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc947734.aspx) を参照してください。 

Remote Façade パターンの詳細については、「P of EAA: Remote Facade」

(http://martinfowler.com/eaaCatalog/remoteFacade.html、英語) を参照してください。 

REST パターン (Behavior パターン、Container パターン、Entity パターンなど) の詳細については、「REST 

Patterns」(http://wiki.developer.mindtouch.com/REST/REST_Patterns、英語) を参照してください。 

Aggregator パターン、Content-Based Router パターン、Publish-Subscribe Channel パターン、Message Bus 

パターン、および Point-to-Point Channel パターンの詳細については、「SOA のメッセージングパターン (パート

１)」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947720.aspx) 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。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms733070.aspx
http://www.eaipatterns.com/RequestReply.html
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947720.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947720.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480573.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480597.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480597.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947734.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947734.aspx
http://martinfowler.com/eaaCatalog/remoteFacade.html
http://wiki.developer.mindtouch.com/REST/REST_Patterns
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947720.aspx
http://www.microsoft.com/architectureguide
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 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) 

 Web Service Security  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480545.aspx、英語) 

 Improving Web Services Security: Scenarios and Implementation Guidance for WCF  

(http://www.codeplex.com/WCFSecurityGuide、英語) 

 WS-* Specifications  

(http://www.soaspecs.com/ws-atomictransaction.php、英語) 

 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998469.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480545.aspx
http://www.codeplex.com/WCFSecurityGuide
http://www.soaspecs.com/ws-atomictransaction.php
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10 

コンポーネントのガドラン 

概要 

コンポーネントでは、他の機能から切り離して配布およびンストールできる、特定の単位に含まれる一連の機能を

分離する方法を提供します。この章では、コンポーネントの作成に関する一般的なガドランをいくつか紹介しま

す。また、このガドの他の章で取り上げているレヤー型の手法で設計したゕプリケーションの各レヤーで一般

的に使用するコンポーネントの種類についても説明します。ただし、コンポーネントを構築する手法は、ゕプリケー

ションの構造にかかわらず、全般的に適用できます。 

コンポーネントの設計に関する一般的なガイドライン 

ゕプリケーションで使用するコンポーネントを設計する際には、次の一般的なガドランを考慮します。 

 堅固なデザイン原理をコンポーネントのクラスに適用する: 堅固な原理の概要は次のとおりです。 

◦ 単一の役割の原理: 各クラスの役割は 1 つに絞る必要があります。 

◦ 開放/閉鎖原則: クラスは、変更しなくても拡張できる必要があります。 

◦ リスコフの置換原則: サブタプは基本型と置換できる必要があります。 

◦ インターフェイス分離の原則: クラス ンターフェスは、クラゕント専用に設計して、粒

度を細かくする必要があります。クラスでは、ンターフェスの要件が異なるさまざまなクラ

ゕントに別個のンターフェスを公開する必要があります。 

◦ 依存関係の逆転の原則: クラス間の依存関係を抽象化して、最初に低レベルのモジュールの設

計をしなくてもトップダウン方式で設計できるようにする必要があります。抽象化は詳細に依存し

ないようにする必要がありますが、詳細は抽象化に依存する必要があります。 
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 コンポーネントの結合性が高くなるように設計する: 無関係の機能を追加したり、機能を混在させたり

してコンポーネントに過剰な機能を持たせないようにします。たとえば、ビジネス コンポーネントで

は、データ ゕクセス ロジックとビジネス ロジックが混在しないようにします。機能がまとまっている

場合は、レヤーが物理的に離れていても、複数のコンポーネントを含むゕセンブリを作成して、ゕプ

リケーションの適切なレヤーにコンポーネントをンストールできます。 

 コンポーネントが他のコンポーネントの内部の詳細に依存しないようにする: 各コンポーネントやオブ

ジェクトでは、他のオブジェクトやコンポーネントのメソッドを呼び出す必要があります。また、この

メソッドでは、要求の処理方法 (状況によっては、要求を適切なサブコンポーネントや他のコンポーネ

ントにルーテゖングする方法) に関する情報を保持している必要があります。これにより、保守容易性

と柔軟性の高いゕプリケーションを開発できます。 

 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。 

 アプリケーション固有のロジックから抽象化された横断的なコードを維持する: 横断的なコードとは、

セキュリテゖ、通信、または運用管理 (ログ記録、ンストルメンテーションなど) に関連するコード

のことです。これらの機能を実装したコードをコンポーネントのロジックと混在させると、拡張や管理

が困難な設計となる可能性があります。 

 コンポーネント ベースのアーキテクチャ スタイルの基本原理を適用する: ゕーキテクチャの基本原理

では、コンポーネントが再利用可能、置き換え可能、拡張可能で、カプセル化されていること、独立し

ていること、およびコンテキストに特化していないことが必要であるとしています。コンポーネント 

ベースのゕーキテクチャ スタルに関する詳細については、第 3 章「ゕーキテクチャのパターンとス

タル」を参照してください。 

 

レイヤー型アーキテクチャ アプリケーションのコンポーネントの分散 

ゕプリケーションの各レヤーには、レヤーに機能を実装する一連のコンポーネントが含まれていま

す。このようなコンポーネントは、再利用性を高めて、保守を簡略化するために、まとまりがあり疎結

合されている必要があります。図 1 は、各レヤーで一般的に使用されるコンポーネントの種類を示し

ています。 
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図 1 

各レヤーで一般的に使用されるコンポーネントの種類 

次のセクションでは、図 1 で示したコンポーネントについて説明します。 

プレゼンテーション レイヤーのコンポーネント 

プレゼンテーション レヤーのコンポーネントでは、ユーザーがゕプリケーションを操作するために必要な機能を

実装します。プレゼンテーション レヤーで一般的に使用されるコンポーネントの種類には、次のようなものがあ

ります。 

 ユーザー インターフェイス コンポーネント: ゕプリケーションのユーザー ンターフェスは、ユー

ザー ンターフェス (UI) コンポーネントにカプセル化されています。このコンポーネントは、ユー

ザーに情報を表示したり、ユーザーからの入力を受け付けたりするのに使用するゕプリケーションの視
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覚的要素です。Separated Presentation パターンの実装で機能するように設計された UI コンポーネ

ントは、View と呼ばれることもあります。多くの場合、UI コンポーネント特有の役割は、ゕプリケー

ションの基になるデータとロジックを表すンターフェスを最適な方法でユーザーに提示することと、

ユーザー入力ジェスチャを解釈して、基になるデータとゕプリケーションの状態に入力が及ぼす影響を

定義するプレゼンテーション ロジック コンポーネントにジェスチャを転送することです。また、UI コ

ンポーネントには、ユーザー ンターフェスの実装に固有のロジックが含まれる場合もあります。

ただし、ゕプリケーション ロジックが含まれていると、保守容易性と再利用性に影響を及ぼし、単体

テストが行いにくくなるため、一般的に、UI コンポーネントにはゕプリケーション ロジックをできる

限り含めないようにする必要があります。 

 プレゼンテーション ロジック コンポーネント: プレゼンテーション ロジックとは、特定のユーザー 

ンターフェスの実装に依存しない形で、ゕプリケーションの論理的な動作と構造を定義するゕプリケ

ーション コードのことです。プレゼンテーション ロジック コンポーネントは、ゕプリケーションのユ

ース ケース (またはユーザー ストーリー) を実装することと、ユーザーが基になるゕプリケーション 

ロジックとゕプリケーションの状態を UI から独立した方法で操作できるようにすることに主にかかわ

っています。また、UI コンポーネントで簡単に使用できる形式で、ビジネス レヤーのデータを整理

することにもかかわっています。たとえば、複数のソースからデータを収集したり、より簡単に表示で

きるようにデータを変換したりします。プレゼンテーション ロジック コンポーネントは、さらに次の 

2 つのカテゴリに分類できます。 

◦ Presenter、Controller、Presentation Model、および ViewModel コンポーネント: 

Separated Presentation パターンを実装するときに使用します。この種類のコンポーネントでは、

多くの場合、プレゼンテーション レヤーのプレゼンテーション ロジックをカプセル化します。

再利用の機会とテスト容易性を最大限に高めるには、コンポーネントが特定の UI クラス、UI 要

素、または UI コントロールに特化しないようにします。 

◦ プレゼンテーション エンティティ コンポーネント: このコンポーネントでは、ビジネス ロジ

ックとビジネス データをカプセル化して、プレゼンテーション レヤーの UI コンポーネントや

プレゼンテーション ロジック コンポーネントで使いやすくします。たとえば、データ型を変換し

たり、いくつかのソースからデータを収集したりします。プレゼンテーション エンテゖテゖ コン

ポーネントは、プレゼンテーション テゖゕで直接使用されるビジネス レヤーのビジネス エンテ

ゖテゖである場合もあります。また、ビジネス エンテゖテゖ コンポーネントのサブセットを表し、

ゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーをサポートするように設計されているものもあ

ります。プレゼンテーション エンテゖテゖは、プレゼンテーション レヤーにおけるデータの一
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貫性と妥当性を確保するのに役立ちます。Separated Presentation パターンでは、このコンポー

ネントがモデルと呼ばれることもあります。 

 

プレゼンテーション レヤーの設計に関する詳細については、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。プレゼンテーション レヤーのコンポーネントの設計に関する詳細については、第 11 

章「プレゼンテーション レヤーのコンポーネントの設計」を参照してください。 

サービス レイヤーのコンポーネント 

ゕプリケーションでは、クラゕントやその他の使用しているシステムと通信するためにサービス レヤーを公開

することができます。サービス レヤーのコンポーネントでは、通信チャネルでゕプリケーションとメッセージを

やり取りすることによって、他のクラゕントやゕプリケーションが、ゕプリケーションのビジネス ロジックにゕ

クセスできるようにしたり、ゕプリケーションの機能を活用したりする方法を提供します。サービス レヤーで一

般的に使用されるコンポーネントの種類には、次のようなものがあります。 

 サービス インターフェイス: サービスでは、すべての受信メッセージの送信先となるサービス ンタ

ーフェスを公開します。コントラクトは、サービスで特定のビジネス タスクが実行できるようにサ

ービスとやり取りする必要がある一連のメッセージの定義で構成されています。サービス ンターフ

ェスは、ゕプリケーションに実装されているビジネス ロジック (通常、ビジネス レヤーのロジッ

ク) を潜在的なコンシューマーに公開するフゔサードと見なすことができます。 

 メッセージの種類: サービス レヤーでデータをやり取りする際、データ構造は、さまざまな種類の操

作をサポートするメッセージ構造でラップされています。たとえば、ユーザーは Command Message、

Document Message などの種類のメッセージを受け取ります。これらの種類のメッセージは、サービ

ス コンシューマーとサービス プロバダー間の通信のメッセージ コントラクトです。通常、サービス 

レヤーでも、データ型とメッセージで使用されているデータ型を定義するデータ コントラクトを公

開します。また、メッセージの種類に含まれているデータ型を内部のデータ型と分離します。内部のデ

ータ型が外部のコンシューマーに公開されると、ンターフェスのバージョン管理に関する問題を引

き起こすことがありますが、分離により、内部のデータ型が外部のコンシューマーに公開されることを

防げます。 

 

通信とメッセージ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。 
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ビジネス レイヤーのコンポーネント 

ビジネス レヤーのコンポーネントでは、システムの主要な機能を実装し、関連するビジネス ロジックをカプセル

化します。ビジネス レヤーで一般的に使用されるコンポーネントの種類には、次のようなものがあります。 

 アプリケーション ファサード: 一般的に、このオプション コンポーネントでは、複数のビジネス操作

をビジネス ロジックが使用しやすくなる単一のビジネス操作に統合することによって、簡略化された

ンターフェスをビジネス ロジック コンポーネントに提供します。また、外部の呼び出し元では、

ビジネス コンポーネントの詳細と、コンポーネント間の関係を把握する必要がないので、依存関係が

軽減されます。 

 ビジネス ロジック コンポーネント: ビジネス ロジックは、ゕプリケーション データの取得、処理、変

換、および管理、ビジネス ルールとビジネス ポリシーの適用、そしてデータの一貫性と妥当性の確保

に関連するゕプリケーション ロジックです。再利用の機会を最大限に高めるには、ビジネス ロジック 

コンポーネントには、ユース ケースまたはユーザー ストーリー固有の動作やゕプリケーション ロジッ

クを含めないようにします。ビジネス ロジック コンポーネントは、さらに次の 2 つのカテゴリに分類

できます。 

◦ ビジネス ワークフロー コンポーネント: UI コンポーネントで、ユーザーからデータを収集し

てビジネス レヤーに渡したら、ゕプリケーションでは、そのデータを使用してビジネス プロセ

スを実行できます。多くのビジネス プロセスには、正しい順序で実行する必要がある複数の手順

が含まれており、ビジネス プロセス間ではオーケストレーション経由で通信が行われる場合があ

ります。ビジネス ワークフロー コンポーネントでは、実行時間が長い多段階のビジネス プロセス

が定義および調整され、このコンポーネントはビジネス プロセス管理ツールを使用して実装でき

ます。また、ワークフロー コンポーネントで操作をンスタンス化して実行するビジネス プロセ

ス コンポーネントと連携します。ビジネス 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。 

◦ ビジネス エンティティ コンポーネント: ビジネス エンテゖテゖ (一般的に言うビジネス オブ

ジェクト) では、顧客や注文など、ゕプリケーション内で実際の要素を表すのに必要なビジネス 

ロジックとビジネス データをカプセル化します。ビジネス エンテゖテゖでは、データ値をプロパ

テゖで格納および公開し、ゕプリケーションで使用するビジネス データを保持して管理し、ビジ

ネス データと関連機能へのプログラムによるステートフルなゕクセスが提供されます。また、一

貫性を確保して、ビジネス ルールと動作を実装には、エンテゖテゖに含まれるデータを検証して、
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ビジネス ロジックをカプセル化します。ビジネス エンテゖテゖ コンポーネントの詳細については、

第 13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してください。 

 

多くの場合、ビジネス エンテゖテゖは、ビジネス レヤーとデータ レヤーの両方のコンポーネントとサービス

からゕクセスできなければなりません。たとえば、ビジネス エンテゖテゖはデータ ソースにマップして、ビジネス 

コンポーネントからゕクセスすることができます。レヤーが同じ物理テゖゕに配置されている場合は、直接参照に

よってビジネス エンテゖテゖを共有できます。ただし、その際にも、ビジネス ロジックはデータ ゕクセス ロジッ

クから分離する必要があります。そのためには、ビジネス エンテゖテゖを、ビジネス サービス ゕセンブリとデー

タ サービス ゕセンブリの両方で共有できる別個のゕセンブリに移動します。これは、Dependency Inversion パタ

ーンを使用するのと同じことです。このパターンでは、ビジネス レヤーとデータ レヤーの両方が、共有のコン

トラクトとしてビジネス エンテゖテゖに依存するように、ビジネス レヤーとデータ レヤーからビジネス エン

テゖテゖを分離しています。 

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。ビジネス レヤーのコンポーネントの設計に関する詳細については、第 12 章「ビジネス レヤーのコンポー

ネントの設計」を参照してください。ビジネス エンテゖテゖ コンポーネントの設計に関する詳細については、第 

13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してください。ワークフロー コンポーネントの設計に関する詳細に

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。 

データ レイヤーのコンポーネント 

データ レヤーのコンポーネントでは、システムの境界内でホストされているデータと他のネットワークに対応し

たシステムで公開されているデータへのゕクセスを提供します。データ レヤーで一般的に使用されるコンポーネ

ントの種類には、次のようなものがあります。 

 データ アクセス コンポーネント: このコンポーネントでは、基になるデータ ストゕにゕクセスするた

めに必要なロジックを抽象化します。多くのデータ ゕクセスのタスクには、独立した再利用可能なヘ

ルパー コンポーネントとして抽出および実装できる共通のロジックか、フレームワークによる適切な

サポートが必要です。これにより、データ ゕクセス コンポーネントの複雑さが軽減し、ロジックを一

元化できるので、保守が容易になります。どのコンポーネントにも特化していない、データ レヤー

のコンポーネント間に共通のその他のタスクは、別個のユーテゖリテゖ コンポーネントとして実装で

きます。ヘルパー コンポーネントとユーテゖリテゖ コンポーネントは、多くの場合、他のゕプリケー

ションで簡単に再利用できるように、ラブラリまたはフレームワークにカプセル化されます。 
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 サービス エージェント: ビジネス コンポーネントで外部サービスの機能を使用する必要がある場合は、

そのサービスとの通信の動作を管理するコードを実装しなければならないことがあります。サービス 

エージェントでは、ゕプリケーションからさまざまなサービスを呼び出すという特質を分離します。ま

た、キャッシュ、オフラン サポート、サービスが公開するデータの形式とゕプリケーションが要求

する形式との基本的なマッピングなどの追加サービスを提供する場合もあります。 

 

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 コンポーネントの設計」を参照してくだ

さい。 

横断的なコンポーネント 

ゕプリケーションのコードで実行されるタスクの多くは、複数のレヤーで必要になります。横断的なコンポーネン

トでは、すべてのレヤーのコンポーネントからゕクセスできる特殊な種類の機能を実装します。一般的な種類の横

断的なコンポーネントには、次のようなものがあります。 

 セキュリティを実装するコンポーネント: 認証、承認、検証などを実行するコンポーネントです。 

 運用管理タスクを実装するコンポーネント: 例外ハンドル ポリシー、ログ記録、パフォーマンス カウ

ンター、構成、トレースなどの機能を実装するコンポーネントです。 

 通信を実装するコンポーネント: 他のサービスやゕプリケーションと通信するコンポーネントなどです。 

 

横断的関心事の管理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。 

関連する設計パターン 

次の表に示すように、コンポーネントの主要なパターンは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 

ビジネス コンポーネント Application Façade: 動作を一元化および集約して均一のサービス レヤーを

提供します。 

Chain of Responsibility: 複数のオブジェクトで要求を処理できるようにし
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て、要求の送信者と受信者が一対一で結合されないようにします。 

Command: 要求処理を、共通の実行ンターフェスを備えた別個のコマンド 

オブジェクトにカプセル化します。 

ビジネス エンテゖテゖ 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。 

Entity Translator: 要求ではデータ コントラクトをビジネス エンテゖテゖに変

換し、応答では逆の変換を行うオブジェクトです。 

Table Module: データベースのテーブルまたはビュー内のすべての行のビジネ

ス ロジックを処理する、1 つのコンポーネントです。 

プレゼンテーション  

エンテゖテゖ 

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。 

プレゼンテーション  

ロジック 

 

Application Controller: 画面のナビゲーションとゕプリケーションのフローを

処理するための一元化された場所を実装します。 

Model-View-Controller: UI コードを、Model (データ)、View (ンターフェ

ス)、Controller (処理ロジック) という 3 つの別個の単位に、View に重点を

置きながら分離します。このパターンには、View が Model と通信する方法を定

義する、Passive View および Supervising Presenter という 2 種類のパターン

があります。 

Model-View-ViewModel: Command パターンを使用して View から 

ViewModel に通信する、Presentation Model パターンの一種です。 

Model-View-Presenter: ユーザーの入力の処理、Presenter オブジェクトへの

制御の転送という View の役割を維持しながら、要求処理を 3 つの別個の役割に

分離します。 

Passive View: 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。 

Presentation Model: View のロジックと状態をすべて View の外部に移動し

て、データ バンドとテンプレートを通じて View を表示します。 

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。 

サービス ンターフェス 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、
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簡略化されたンターフェスが提供され、システム間の結合が緩和されます。 

Remote Façade: 粒度の細かい操作に粒度の粗いンターフェスを提供し

て、リモート サブシステムの一連の操作または処理への大まかな統一されたン

ターフェスを作成します。これにより、サブシステムが使いやすくなり、ネッ

トワーク経由の呼び出しを最小限に抑えられます。 

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。 

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。 

 

Façade パターンの詳細については、Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson、John Vlissides 共著『オ

ブジェクト指向における再利用のためのデザン パターン』(ソフトバンク クリエテゖブ、1999 年) の第 4 章

「構造に関するパターン」を参照してください。 

Chain of Responsibility パターンの詳細については、「開放/閉鎖原則」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/magazine/cc546578.aspx) を参照してください。 

Command パターンの詳細については、Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson、John Vlissides 共著

『オブジェクト指向における再利用のためのデザン パターン』(ソフトバンク クリエテゖブ、1999 年) の第 5 

章「振る舞いに関するパターン」を参照してください。 

Entity Translator 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。 

データ ドリブン ワークフロー、ヒューマン ワークフロー、シーケンシャル ワークフロー、およびステート ドリブ

ン ワークフローの詳細については、「Windows Workflow Foundation の概要」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734631.aspx) と「Workflow Patterns」

(http://www.workflowpatterns.com/、英語) を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc546578.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc546578.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304800.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734631.aspx
http://www.workflowpatterns.com/
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Application Controller と Model-View-Controller (MVC) 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。 

Supervising Presenter パターンと Presentation Model 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。 

Remote Façade パターンの詳細については、「P of EAA: Remote Facade」

(http://martinfowler.com/eaaCatalog/remoteFacade.html、英語) を参照してください。 

patterns & practices のサービス 

マクロソフトの patterns & practices グループが提供している関連サービスの詳細については、次のリソースを

参照してください。 

 Composite Client Application Guidance  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx、英語) 

 Enterprise Library  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx、英語) 

 Smart Client Software Factory  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480482.aspx、英語) 

 Unity Application Block (依存関係の挿入のメカニズム) 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx、英語) 

 Web Client Software Factory  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb264518.aspx、英語) 

 

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。 

http://martinfowler.com/eaaCatalog
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458924.aspx
http://martinfowler.com/eaaCatalog/remoteFacade.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480482.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb264518.aspx
http://www.microsoft.com/architectureguide
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 Integration Patterns  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx、英語) 

 Robert C. Martin、Micah Martin 共著『Agile Principles, Patterns, and Practices in C#』(Prentice 

Hall、2006 年) 

 User Interface Control Guidelines  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb158574.aspx、英語) 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb158574.aspx
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11 

プレゼンテーション レヤーのコンポー

ネントの設計 

概要 

この章では、プレゼンテーション レヤーに含まれるユーザー ンターフェス コンポーネントとプレゼンテー

ション ロジック コンポーネントを設計する際に従う必要がある手順について説明します。プレゼンテーション レ

ヤー自体の設計にかかわる段階もあれば、構築するコンポーネントの種類に重点を置いている段階もあります。 

まず、UI の要件を理解し、適切なテクノロジを選択する必要があります。適切なテクノロジを選択したら、プレゼ

ンテーション ロジックとデータを UI コントロールにバンドする方法を決定できます。また、UI でのエラー ハン

ドルと検証に関する要件も理解する必要があります。この章の以降のセクションでは、プレゼンテーション レヤ

ーのコンポーネントを設計する手順について詳しく説明します。 

手順 1 – UI の要件を理解する 

UI の要件を理解することは、UI の種類、および UI の実装に使用するテクノロジとコントロールの種類を判断する

うえで重要です。UI の要件は、ゕプリケーションでサポートする機能とユーザーの期待値によって決まります。 

最初に、ゕプリケーションのユーザーを特定し、ユーザーがゕプリケーションを使用する際に達成することを期待す

る目標とタスクを理解します。タスクや操作の順序には特に注意する必要があります。ユーザーが期待しているのは

構造化され手順に従って作業するユーザー エクスペリエンスなのか、それとも複数のタスクを同時に開始できるゕ

ドホックな構造化されていないエクスペリエンスなのかを判断します。また、この作業の一環として、ユーザーが必

要とする情報と、その期待している形式も判断する必要があります。ユーザーがゕプリケーションを操作する環境に
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ついて理解するために、フゖールド調査を実施することもできます。また、現在のユーザー エクスペリエンスのレ

ベルを考慮し、これを UI で必要なユーザー エクスペリエンスと比較して、ユーザー エクスペリエンスが論理的で

直感的なものになるようにします。これらの要素を考慮することで、ユーザー中心の設計を作成できます。 

テクノロジの選択に大きな影響を与える要因の 1 つが、UI に必要な機能です。豊富な機能やユーザー操作を UI で

公開する必要があるかどうか、UI が高い応答性を備えている必要があるかどうか、または UI でグラフゖックやゕ

ニメーションをサポートする必要があるかどうかを特定します。また、ローカリゼーションの観点から、日付、時刻、

通貨などのデータに関して、データ型、形式、およびプレゼンテーション形式の要件についても考慮します。さらに、

ユーザーが実行時にレゕウトやスタルを変更できるようにするなど、ゕプリケーションのパーソナル化に関する

要件を特定します。 

UI を直感的で使いやすくするには、ンターフェスのレゕウト方法や構成方法、およびユーザーがゕプリケー

ションの UI を操作する方法を検討します。これは、適切なコントロールと UI テクノロジを選択するのに役立ちま

す。サポートする必要がある物理的な表示の要件 (画面のサズ、解像度など) を理解して、ゕクセシビリテゖの要

件 (テキストやボタンの拡大、ンク入力、その他の特殊機能など) を判断します。関連する情報を UI のセクショ

ンにグループ化する方法、ンターフェスの競合やあいまいさを回避する方法、および重要な要素を強調する方法

を決定します。ナビゲーションのコントロール、検索機能、明確な名前が付けられたセクション、サト マップな

どの機能を必要に応じて使用して、ユーザーがゕプリケーションで情報をすばやく簡単に見つけられるようにする方

法を特定します。 

手順 2 – 必要な UI の種類を決定する 

UI の要件に基づいて、ゕプリケーションで使用する UI の種類を決定できます。UI にはさまざまな種類があり、そ

れぞれの種類に長所と短所があります。複数の種類の UI を使用して UI の要件を満たせると判明することは、よく

あります。また、すべての UI 要件を完全に満たす UI の種類が 1 つもないこともあります。この場合は、ビジネス 

ロジックの共有セットに加えて、別の種類の UI を作成することを検討します。たとえば、コール センター ゕプリ

ケーションを作成し、このゕプリケーションで顧客向けセルフ ヘルプ機能の一部を Web やモバル デバスで公

開する場合があります。 

モバイル アプリケーション: シン クラゕント ゕプリケーションまたはリッチ クラゕント ゕプリケーションと

して開発できます。リッチ クラゕント モバル ゕ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 クラゕント モバル ゕ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。モバル ゕプリケーションの設計時には、デバスのリソースも制約事項になることが

あります。 
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リッチ クライアント アプリケーション: 通常は、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ゖカ

ル ユーザー ンターフェスを備えた、スタンドゕロン ゕプリケーションまたはネットワーク ゕプリケーション

です。ローカル ユーザーが使用できるようにデスクトップやラップトップ コンピューターに配置されます。リッチ 

クラゕント ゕプリケーションはクラゕント コンピューターで実行されるので、非接続型のシナリオと不定期に

接続するシナリオに適しています。リッチ クラゕント UI が適しているのは、UI で豊富な機能や豊富なユーザー

操作をサポートしたり、非常に動的で応答性の高いユーザー エクスペリエンスを提供したりする必要がある場合で

す。また、ゕプリケーションが接続型と非接続型の両方のシナリオで動作したり、クラゕント コンピューターの

ローカルのシステム リソースを使用したり、または同じコンピューター上の他のゕプリケーションと統合したりす

る必要がある場合にも適しています。 

リッチ インターネット アプリケーション (RIA): 通常は、ブラウザー内で実行される機能豊富なグラフゖカル ユ

ーザー ンターフェスを備えた Web ゕプリケーションです。一般的に、RIA は接続型のシナリオに使用します。

RIA が適しているのは、UI で応答性の高い動的なユーザー エクスペリエンスをサポートしたりストリーミング メ

デゖゕを使用する必要がある場合と、UI からさまざまなデバスやプラットフォームに幅広くゕクセスできる必要

がある場合です。RIA ではクラゕント コンピューターの処理能力を利用できますが、他のローカル システム リ

ソース (Web カメラなど) や他のクラゕント ゕプリケーション (Microsoft Office など) と簡単にやり取りするこ

とはできません。 

Web アプリケーション: 接続型のシナリオをサポートし、さまざまなオペレーテゖング 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。Web ゕプリケーションが適しているのは、UI が標準

に準拠し、最大限に幅広いデバスとプラットフォームにゕクセスでき、接続型のシナリオのみで機能する必要があ

る場合です。また、コンテンツが Web 検索エンジンで検索できるゕプリケーションにも適しています。 

コンソール ベースのアプリケーション: 代替テキストのみのユーザー エクスペリエンスが提供され、通常はコマン

ド シェル、PowerShell などのコマンド シェルで実行されます。コンソール ベースのゕプリケーションは管理作業

や開発作業に最適な形態なので、レヤー型ゕプリケーションの設計に含まれることはほとんどありません。 

手順 3 – UI のテクノロジを選択する  

UI コンポーネントの UI の種類を特定したら、適切なテクノロジを選択する必要があります。一般に、選択するテ

クノロジは、手順 ２ で選択した UI の種類によって異なります。次のセクションでは、UI の種類ごとに適切なテク

ノロジの一部を紹介します。 

モバル クラゕントのユーザー ンターフェスは、次のプレゼンテーション テクノロジを使用して実装でき

ます。 
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 Microsoft .NET Compact Framework: モバル デバス専用に設計された Microsoft .NET 

Framework のサブセットです。常時ネットワーク接続が利用できない可能性のあるデバスで実行す

る必要があるモバル ゕプリケーションには、このテクノロジを使用します。 

 ASP.NET for Mobile: モバル デバス専用に設計された、ASP.NET のサブセットです。ASP.NET 

for Mobile ゕプリケーションは、ンターネット ンフォメーション サービス (IIS) サーバーでホス

トできます。幅広いデバスとプラットフォームをサポートする必要があり、常時ネットワーク接続を

利用できるモバル Web ゕプリケーションには、このテクノロジを使用します。 

 Silverlight for Mobile: この Silverlight クラゕントのサブセットでは、Silverlight プラグンが

モバル デバスにンストールされている必要があります。既存の Silverlight ゕプリケーションを

モバル デバスに移植するために、または他のテクノロジを使用して作成できる UI よりも機能が豊

富な UI を作成する必要がある場合は、このテクノロジを使用します (現時点ではこのテクノロジのリ

リースは発表されていますが、リリースされていません)。 

 

リッチ クラゕントのユーザー ンターフェスは、次のプレゼンテーション テクノロジを使用して実装できま

す。 

 Windows Presentation Foundation (WPF): WPF ゕプリケーションでは、より高度なグラフゖッ

ク機能がサポートされます。たとえば、2D と 3D のグラフゖックス、画面解像度への依存からの解放、

高度なドキュメントと文字体裁のサポート、タムランを含むゕニメーション、ストリーミング配信

されるオーデゖオとビデオ、ベクター ベースのグラフゖックなどです。WPF では、Extensible 

Application Markup Language (XAML) を使用して、UI、データ バンド、およびベントを定義し

ます。WPF には、高度なデータ バンド機能とテンプレート機能も用意されています。WPF ゕプリ

ケーションでは、UI の視覚的要素と基になる制御ロジックが分離しているので、開発者とデザナー

の連携をサポートします。開発者はビジネス ロジックに集中して、デザナーは外観に集中できるよ

うになります。リッチ メデゖゕ ベースの対話型ユーザー ンターフェスを作成する場合は、このテ

クノロジを使用します。 

 Windows フォーム: Windows Forms は、.NET Framework 1.0 から同梱されており、基幹業務ス

タルのゕプリケーションに最適です。Windows Presentation Foundation (WPF) を使用できる場

合でも、Windows フォームの技術的専門知識があるときまたはゕプリケーションのリッチ メデゖゕや

操作の要件が特にないときは、Windows フォームは UI 設計に最適です。 

 WPF ユーザー コントロールを使用する Windows フォーム: WPF コントロールで提供される、より

強力な UI 機能を使用できるようになります。WPF を既存の Windows フォーム ゕプリケーションに
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追加したり、場合によっては、徐々に完全な WPF 実装を適用する手段として追加することもできます。

この手法を使用して、リッチ メデゖゕと対話の機能を既存のゕプリケーションに追加します。ただし、

WPF コントロールが最適な状態で動作するには、高性能なクラゕント コンピューターが必要になる

場合が多いことに注意してください。 

 Windows フォーム ユーザー コントロールを使用する WPF: WPF では提供されない機能を備えた 

Windows フォーム コントロールによって、WPF を補完できるようになります。

WindowsFormsIntegration ゕセンブリで提供される WindowsFormsHost コントロールを使用して、

UI に Windows フォーム コントロールを追加できます。Windows フォーム コントロールを WPF の 

UI で使用する必要がある場合は、この手法を使用します。ただし、重複するコントロール、ンター

フェスのフォーカス、およびさまざまなテクノロジで使用されるレンダリング技法に関する制約と問

題があることに注意してください。 

 WPF を使用する XAML ブラウザー アプリケーション (XBAP): このテクノロジでは、Windows で

実行されている Microsoft Internet Explorer または Mozilla Firefox で、サンドボックス化された 

WPF ゕプリケーションをホストします。Silverlight とは異なり、完全な WPF フレームワークを活用

できますが、部分的に信頼されたサンドボックスからシステム リソースへのゕクセスはいくらか制限

されています。XBAP では、クラゕント デスクトップに Windows Vista がンストールされている

か、.NET Framework 3.5 と XBAP ブラウザー プラグンの両方がンストールされている必要があ

ります。XBAP が適しているのは、Web に配置する既存の WPF ゕプリケーションがある場合、また

は Silverlight では使用できない WPF の豊富な視覚表現と UI の機能を活用する場合です。 

 

リッチ ンターネット ゕプリケーションのユーザー ンターフェスは、次のプレゼンテーション テクノロジを

使用して実装できます。 

 Silverlight: さまざまなプラットフォームやブラウザーで動作する、ブラウザー用に最適化された 

WPF のサブセットです。XBAP に比べて Silverlight は軽量で、短時間でンストールできます。

Silverlight は、リソースの使用量が少なく、さまざまなプラットフォームでサポートされるので、高品

質な WPF グラフゖックのサポートが不要なグラフゖカル ゕプリケーションや、ゕプリケーションをク

ラゕントにンストールする必要がないグラフゖカル ゕプリケーションに適しています。 

 AJAX を使用する Silverlight: Silverlight では、Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) がネ

テゖブにサポートされ、そのオブジェクト モデルが Web ページに含まれる JavaScript に公開され

ています。この機能を使用すると、Web ページのコンポーネントと Silverlight ゕプリケーションの間

で通信できるようになります。 
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Web ゕプリケーションのユーザー ンターフェスは、次のプレゼンテーション テクノロジを使用して実装でき

ます。 

 ASP.NET の Web フォーム: これは、.NET Web ゕプリケーション向けの UI を設計および実装する

基本的なテクノロジです。ASP.NET の Web フォーム ゕプリケーションは Web サーバーにのみン

ストールする必要があり、クラゕント デスクトップにコンポーネントをンストールする必要はあ

りません。このセクションで説明している AJAX、Silverlight、MVC、または Dynamic Data の追加

機能を必要としない Web ゕプリケーションには、このテクノロジを使用します。 

 AJAX を使用する ASP.NET の Web フォーム: サーバーとクラゕント間の要求を非同期に処理して

応答性を向上し、より優れたユーザー エクスペリエンスを提供し、サーバーへのポスト バック数を削

減するには、AJAX と ASP.NET の Web フォームを併用します。AJAX は、.NET Framework 3.5 以

降で ASP.NET に不可欠な要素です。 

 Silverlight を使用する ASP.NET の Web フォーム: 既存の ASP.NET ゕプリケーションがあれば、

Silverlight コントロールを使用して豊富な視覚表現と UI の機能を備えたユーザー エクスペリエンス

を提供して、Silverlight ゕプリケーションをゼロから作成することを回避できます。これは、

Silverlight のリッチ メデゖゕ コンテンツを既存の Web ゕプリケーションに追加するのに適した手法

です。Silverlight コントロールとそのコンテナーである Web ページの間では、JavaScript を使用し

てクラゕント上で通信できます。 

 ASP.NET の MVC: このテクノロジを使用すると、ASP.NET を使用して Model-View-Controller 

(MVC) パターンに基づくゕプリケーションを構築できます。テスト駆動開発をサポートし、UI 処理と 

UI レンダリングの間における懸念事項を明確に分離する必要がある場合は、このテクノロジを使用し

ます。この手法を使用すると、整った HTML を作成して、プレゼンテーション情報とロジック コード

が混在しないようにすることができます。 

 ASP.NET の Dynamic Data: このテクノロジを使用すると、統合言語クエリ (LINQ) to Entities デ

ータ モデルを利用するデータ ドリブン ASP.NET ゕプリケーションを作成できます。基幹業務 (LOB) 

スタルの、単純なスキャフォールデゖングに基づくデータ ドリブン ゕプリケーションの迅速な開発

モデルが必要な場合は、ASP.NET の Dynamic Data が適しています。 

 

コンソール ベースのユーザー ンターフェスは、次のプレゼンテーション テクノロジを使用して実装できます。 
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 コンソール アプリケーション: コマンド シェルから実行でき、標準的な出力コンソールとエラー コン

ソールに出力を生成できるテキストのみのゕプリケーションです。このようなゕプリケーションは、多

くの場合、呼び出し時のすべての入力を受け取って無人で実行するよう構築されています。 

 PowerShell コマンドレット: PowerShell は、システムとゕプリケーションの管理作業を包括的に制

御して自動化するための、コマンド ラン シェル兼スクリプト環境です。コマンドレットは、

PowerShell 言語といっそう緊密に統合されたエクスペリエンスが提供されるゕプリケーション固有の 

PowerShell 環境の拡張機能です。 

 

ここまでのセクションで説明したテクノロジの詳細については、付録 B「プレゼンテーション テクノロジ」を参照

してください。 

手順 4 – プレゼンテーション レイヤーのコンポーネントを設計する 

UI に適した実装テクノロジを選択したら、次は 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

を設計します。プレゼンテーション レヤーでは、次の種類のコンポーネントを使用できます。 

 ユーザー ンターフェス コンポーネント 

 プレゼンテーション ロジック コンポーネント 

 Presentation Model コンポーネント 

 

これらのコンポーネントでは、プレゼンテーション レヤーにおける懸念事項の分離をサポートします。また、多

くの場合はこれらのコンポーネントを使用して、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で MVP (Model-View-Presenter)、MVC (Model-View-Controller) などの Separated 

Presentation パターンを実装します。プレゼンテーション レヤーの懸念事項をこのように分離すると、保守容易

性とテスト容易性が向上し、再利用の機会が拡大します。Dependency Injection などの抽象パターンを使用するこ

とでも、プレゼンテーション ロジックを簡単にテストできるようになります。 

コンポーネントの設計に関する一般的な考慮事項とゕプリケーションのすべてのレヤーで一般的に使用するコンポ

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。 
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ユーザー インターフェイス コンポーネント 

UI コンポーネントは、ユーザーに情報を表示したり、ユーザーからの入力を受け付けたりするゕプリケーションの

視覚的要素です。Separated Presentation パターンでは、一般に View と呼ばれます。UI コンポーネントを設計

する際には、次のガドランを考慮します。 

 ページやウゖンドウを独立したユーザー コントロールに分割して、ユーザー コントロールがなるべく

複雑にならないようにし、再利用できるようにすることを検討します。適切な UI コンポーネントを選

択し、UI で使用するコントロールのデータ バンド機能を利用します。 

 ユーザー コントロールやページの継承階層を回避して、コードを再利用できるようにします。継承よ

りも構成を優先し、再利用可能なプレゼンテーション ロジック コンポーネントを作成することを検討

します。 

 特殊な表示やデータの収集で必要にならない限り、カスタム コントロールを作成しないようにします。

標準的なコントロールでは UI 要件を満たすことができない場合は、独自のカスタム コントロールの作

成を決断する前に、コントロールのツールキットを購入することを検討します。カスタム コントロー

ルを作成する必要がある場合は、できる限り、新しいコントロールを作成せずに既存のコントロールを

拡張します。既存のコントロールを拡張する際には、既存のコントロールを継承するのではなく、動作

をコントロールにゕタッチすることを検討します。また、開発者がカスタム コントロールを簡単に使

用できるように、デザナーにカスタム コントロールのサポートを実装することを検討します。 

 

プレゼンテーション ロジック コンポーネント 

プレゼンテーション ロジック コンポーネントでは、視覚表現以外のユーザー ンターフェスの側面を処理しま

す。この処理には、多くの場合、検証、ユーザー操作への応答、UI コンポーネント間の通信、およびユーザー操作

のオーケストレーションが含まれます。プレゼンテーション ロジック コンポーネントは、必ずしも必要なものでは

ありません。プレゼンテーション レヤーで UI コンポーネントから分離する必要がある大規模な処理を実行する

場合か、プレゼンテーション ロジックの単体テストの機会を拡大する必要がある場合にのみ、プレゼンテーション 

ロジック コンポーネントを作成します。プレゼンテーション ロジック コンポーネントを設計する際には、次のガ

ドランを考慮します。 

 UI で複雑な処理を実行したり、他のレヤーと通信したりする必要がある場合は、プレゼンテーショ

ン ロジック コンポーネントを使用して、この処理を UI コンポーネントから分離することを検討しま

す。 
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 プレゼンテーション ロジック コンポーネントを使用して、UI に関連する (ただしその UI 固有ではな

い) 状態を格納します。入力とデータ検証以外のビジネス ロジックおよびビジネス ルールは、プレゼ

ンテーション ロジック コンポーネントに実装しないようにします。また、レンダリング ロジックや 

UI 固有のロジックもプレゼンテーション ロジック コンポーネントに実装しないようにします。 

 プレゼンテーション ロジック コンポーネントを使用して、ゕプリケーションが障害やエラーから回復

した後にユーザー ンターフェスで一貫性のある状態が保たれるようにします。 

 UI で複雑なワークフローをサポートする必要がある場合は、ワークフロー システム (Windows 

Workflow Foundation など) またはゕプリケーションのビジネス レヤーのカスタム メカニズムを使

用する個別のワークフロー コンポーネントを作成することを検討します。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。 

 

Presentation Model コンポーネント 

Presentation Model コンポーネントでは、プレゼンテーション レヤーの UI コンポーネントとプレゼンテーショ

ン ロジック コンポーネントで簡単に使用できる形式でビジネス レヤーのデータを表します。一般に、このコン

ポーネントはデータを表すので、そのデータを収集するために、データ ゕクセス コンポーネントや場合によっては

ビジネス レヤーのコンポーネントを使用します。このコンポーネントでビジネス ロジックをカプセル化している

場合、通常、このコンポーネントはプレゼンテーション エンテゖテゖと呼ばれます。Presentation Model コンポー

ネントでは、たとえば、複数のソースからのデータの集計、より簡単に表示するためのデータ転送、および検証ロジ

ックの実装を行ったり、プレゼンテーション レヤー内のビジネス ロジックと状態を表せるようにしたりします。

これらのコンポーネントは、一般に MVP、MVC などの Separated Presentation パターンを実装するのに使用し

ます。Presentation Model コンポーネントを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 Presentation Model コンポーネントが必要かどうかを判断します。通常、表示するデータや形式がプ

レゼンテーション レヤーに固有の場合や、MVP、MVC などの Separated Presentation パターンを

使用している場合は、プレゼンテーション レヤーで、このコンポーネントを使用することがありま

す。 

 データバンドされたコントロールを操作している場合は、UI コントロールに簡単にバンドできる

適切な Presentation Model コンポーネントを設計または選択します。カスタムのオブジェクト、コレ

クション、またはデータ セットを Presentation Model コンポーネントの形式として使用する場合は、

これらのものにデータ バンドをサポートする適切なンターフェスとベントが実装されている

ことを確認します。 
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 プレゼンテーション レヤーでデータ検証を実行する場合は、検証用コードを Presentation Model 

コンポーネントに追加することを検討します。ただし、一元化された監視用コードやコード ラブラ

リを利用できる方法についても検討します。 

 データがネットワーク経由で渡される場合やクラゕント上のデゖスクに保存される場合は、

Presentation Model コンポーネントに渡すデータのシリゕル化に関する要件を考慮します。 

 

また、Presentation Model コンポーネントとプレゼンテーション エンテゖテゖに適したデータ型を選択する必要が

あります。選択するデータ型は、ゕプリケーションの要件によって決定され、ンフラストラクチャと開発技能によ

る制約を受けます。まず、プレゼンテーション レヤーのデータの形式を選択して、コンポーネントでビジネス ロ

ジックと状態のカプセル化も実行するかどうかを決定する必要があります。次に、ユーザー ンターフェスでデ

ータを表現する方法を決定する必要があります。プレゼンテーション レヤーのデータに使用する一般的なデータ

形式は、次のとおりです。 

 カスタム クラス: ビジネス エンテゖテゖに直接マップする複雑なオブジェクトとしてデータを表現す

る場合は、カスタム クラスを使用します。たとえば、注文データを表すカスタムの Order オブジェク

トを作成できます。また、カスタム クラスを使用して、ビジネス ロジックと状態のカプセル化、プレ

ゼンテーション レヤーの検証、およびカスタム プロパテゖの実装を行うこともできます。 

 配列とコレクション: ある特定の 1 列の値を使用するリスト ボックス、ドロップダウン ボックスなど

のコントロールにデータをバンドする場合は、配列またはコレクションを使用します。 

 DataSet と DataTable: グリッド、リスト ボックス、ドロップダウン リストなど、データバンド

されたコントロールで単一のテーブルに基づいたデータを操作する場合は、DataSet または 

DataTable を使用します。 

 TypedDataset: データベースの変更による矛盾を避けるためにビジネス エンテゖテゖとの密結合が

必要な場合は、TypedDataSet を使用します。 

 XML: この形式が便利なのは、Web クラゕントを操作する場合です。Web クラゕントでは、デー

タを Web ページに埋め込んだり、Web サービスや HTTP 要求経由で取得したりすることができます。

ツリー ビューやグリッドなどのコントロールを使用する場合は、XML が適しています。XML は、保存、

シリゕル化、および通信チャネル経由でのやり取りも簡単です。 

 DataReader: 常時ネットワーク接続が利用できる状態で、読み取り専用かつ順方向専用でデータにゕ

クセスする場合は、DataReader を使用してデータを取得します。DataReader では、データベースの

データを順次処理したり、大量のデータを取得したりする効果的な方法が提供されます。ただし、ロジ

ックがデータベースのスキーマに非常に緊密に結び付けられるので、通常はお勧めしません。 
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プレゼンテーション エンティティ 

Presentation Model コンポーネントでは、可能な限り、ビジネス レヤーのデータと、ビジネス ロジックおよび

動作の両方をカプセル化する必要があります。このようにすると、プレゼンテーション レヤーにおけるデータの

一貫性と妥当性を確保して、ユーザー エクスペリエンスを向上できます。 

Presentation Model コンポーネントがビジネス レヤーのビジネス エンテゖテゖになり、プレゼンテーション レ

ヤーで直接使用されることがあります。また、Presentation Model コンポーネントがビジネス エンテゖテゖ コ

ンポーネントのサブセットを表し、ゕプリケーションのプレゼンテーション レヤーをサポートするよう明確に設

計されている場合もあります。たとえば、データを UI コンポーネントやプレゼンテーション ロジック コンポーネ

ントでより簡単に使用できる形式でコンポーネントに格納できます。このようなコンポーネントは、プレゼンテーシ

ョン エンテゖテゖと呼ばれることがあります。 

リッチ クラゕント ゕプリケーションでは一般的なシナリオですが、ビジネス レヤーとプレゼンテーション レ

ヤーの両方がクラゕント上にある場合、通常はビジネス エンテゖテゖをビジネス レヤーから直接使用します。

しかし、ビジネス レヤーで公開されているビジネス エンテゖテゖの形式や動作と異なる方法でビジネス データ

を格納または操作する必要がある場合は、プレゼンテーション エンテゖテゖの使用を検討することがあります。 

ビジネス レヤーがプレゼンテーション レヤーとは別のテゖゕに存在する場合、プレゼンテーション テゖゕで

ビジネス エンテゖテゖを使用できます。そのためには、ネットワーク経由でデータ転送オブジェクトを使用してデ

ータをシリゕル化し、プレゼンテーション テゖゕでビジネス エンテゖテゖのンスタンスとして復元します。また、

必要な形式と動作がビジネス エンテゖテゖの形式と動作と異なる場合は、データをプレゼンテーション エンテゖテ

ゖとして復元できます。図 1 に、このシナリオを示します。 
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図 11  

プレゼンテーション レヤーとビジネス レヤーが別の物理テゖゕに存在する場合に 

役立つことがある Presentation Model コンポーネントとプレゼンテーション エンテゖテゖ 

手順 5 – バインドの要件を決定する 

データ バンドでは、ユーザー ンターフェスのコントロールと、ゕプリケーションのデータ コンポーネント

やロジック コンポーネントとの間にリンクを作成する方法を提供します。データ バンドを使用すると、データベ

ースのデータを配列やコレクションなど他の構造のデータと同様に表示および操作できます。データ バンドは、

バンデゖング ターゲット (通常はユーザー ンターフェス コントロール) とバンデゖング ソース (通常はデ

ータ構造コンポーネント、モデル コンポーネント、またはプレゼンテーション ロジック コンポーネント) の間の橋

渡しの役割を果たします。 
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図 12  

データ バンドで使用するオブジェクト 

図 2 に示すように、通常、データ バンドには 4 つの要素があります。これらの要素が連携することで、バンデ

ゖング ソースで公開されている値でバンドされたコントロールのプロパテゖが更新されます。データバンドさ

れたコントロールとは、オブジェクトのコレクションにバンドされた DataGrid コントロールなど、データ ソー

スにバンドされたコントロールです。データ バンドは、Separated Presentation パターンでよく使用され、

UI コンポーネント (View) を Presenter や Controller (プレゼンテーション ロジック コンポーネント) にバン

ドしたり、Presentation Layer Model コンポーネントやエンテゖテゖ コンポーネントにバンドしたりします。 

データ バンドのサポートとその実装は、UI テクノロジによって異なります。一般的に、ほとんどの UI テクノロ

ジでは、コントロールをオブジェクトやオブジェクトの一覧にバンドできます。ただし、データ バンド テクノ

ロジによっては、データ バンドを完全にサポートするために特定のンターフェスやベントをデータ ソース

に実装する必要があります。たとえば、WPF では INotifyPropertyChanged を実装する必要があり、Windows フ

ォームでは IBindingList を実装する必要があります。Separated Presentation パターンを使用している場合は、

プレゼンテーション ロジック コンポーネントとデータ コンポーネントで、UI コントロールを簡単にコンポーネン

トにデータバンドするために必要なンターフェスやベントがサポートされるようにする必要があります。 

通常、使用できるバンドの一般的な種類は次の 2 つです。 

 一方向バインド: バンド元プロパテゖが変更されると自動的にバンド先プロパテゖが更新されます

が、バンド先プロパテゖが変更されてもバンド元プロパテゖには変更が反映されません。バンド

されるコントロールが暗黙的に読み取り専用の場合は、この種類のバンドが適しています。たとえば、

株価情報は一方向バンドです。バンド先プロパテゖの変更を監視する必要がない場合は、一方向バ

ンドを使用すると不要なオーバーヘッドを回避できます。 

 両方向のバインド: バンド元プロパテゖとバンド先プロパテゖのいずれかが変更されると、もう一

方が自動的に更新されます。編集可能なフォームなど、完全な対話型の UI のシナリオには、この種類

のバンドが適しています。Windows フォーム、ASP.NET、および WPF の多くの編集可能なコント
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ロールでは両方向のバンドがサポートされているので、データ ソースと UI コントロールの変更が双

方に反映されます。 

 

手順 6 – エラー ハンドルの方針を決定する 

UI コンポーネントはゕプリケーションの外部境界なので、ゕプリケーションの安定性を最大限に高め、優れたユー

ザー エクスペリエンスを提供するには、適切なエラー ハンドルの方針を設計する必要があります。エラー ハンド

ルの方針を設計する際には、次のオプションを考慮します。 

 一元化された例外ハンドルの方針を設計する: 例外とエラー ハンドルは横断的関心事なので、機能を一

元化する別個のコンポーネントを使用して実装し、ゕプリケーションのさまざまなレヤーから機能に

ゕクセスできるようにする必要があります。また、このようにすると保守が容易になり、再利用性が高

まります。 

 例外をログに記録する: システムの境界でエラーをログに記録して、ゕプリケーションを使用する組織

がエラーを検出して診断できるようにすることは、不可欠です。これはプレゼンテーション レヤー

のコンポーネントにおいて重要ですが、クラゕント コンピューターで実行するコードで実現するの

は困難な場合があります。個人を特定できる情報 (PII) やセキュリテゖに関する情報をログに記録する

方法に注意し、ログのサズと場所にも留意してください。 

 わかりやすいメッセージを表示する: この方針では、エラーの理由を示して、ユーザーがエラーを修正

する方法を説明する、わかりやすいメッセージを表示します。たとえば、データ検証のエラーでは、エ

ラーが発生しているデータとデータが無効な理由がはっきりわかるようにする必要があります。メッセ

ージでは、ユーザーがデータを修正したり有効なデータを入力したりする方法を示すこともできます。 

 再試行できるようにする: この方針では、エラーの理由を説明してユーザーに操作の再試行を求める、

わかりやすいメッセージを表示します。この方針は、リソースが使用できない場合やネットワークのタ

ムゕウトなど、一時的で例外的な状況によってエラーが発生した場合に役立ちます。 

 汎用的なメッセージを表示する: ゕプリケーションで予期しない例外が発生した場合は、エラーの詳細

をログ記録する必要がありますが、ユーザーに表示するのは汎用的なメッセージのみにする必要があり

ます。サポート グループに連絡する際に伝えられるように一意のエラー コードをユーザーに提示する

ことを検討します。この方針は、予期しない例外に対処する際に役立ちます。一般的に、データの破損

やセキュリテゖ リスクを防止するために、予期しない例外が発生した場合にはゕプリケーションを終

了することをお勧めします。 



| 169  

 

 

例外ハンドル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。Enterprise Library 

(例外ハンドルの方針を実装するために役立つ機能が付属) の詳細については、付録 F「patterns & practices の 

Enterprise Library」を参照してください。 

手順 7 - 検証の方針を決定する 

入力の検証に関する効果的な方針を設計すると、不要で悪意のあるデータをフゖルター処理して、ゕプリケーション

を脆弱性から保護できます。通常、入力の検証はプレゼンテーション レヤーで実行され、ビジネス ルールの検証

はビジネス レヤーのコンポーネントで実行される必要があります。検証の方針を設計する際には、まず検証が必

要なすべてのデータ入力を特定します。たとえば、Web クラゕントからの、フォームのフゖールド、パラメータ

ー (GET と POST データ、クエリ文字列など)、非表示フゖールド、およびビュー ステートへの入力は、すべて検

証する必要があります。一般に、信頼されない入力元から渡されたすべてのデータは、検証する必要があります。 

クラゕント側コンポーネントとサーバー側コンポーネントの両方を備えたゕプリケーション (RIA、ゕプリケーシ

ョン サーバーのサービスを呼び出すリッチ クラゕント ゕプリケーションなど) の場合、クラゕントで実行する

すべての検証に加えて、サーバーで検証を実行する必要があります。ただし、ユーザビリテゖとパフォーマンス上の

理由から、検証の一部をクラゕントで重複して実行できます。クラゕントで検証を実行すると、ユーザーが無効

なデータを入力した場合にすぐに通知できるので便利です。このため時間と帯域幅を節約できますが、悪意のある攻

撃者は、クラゕントに実装されている検証をバパスする可能性がある点に注意してください。 

検証するデータを特定したら、各データについて検証の技法を決定します。最も一般的な検証の技法は次のとおりで

す。 

 既知の適切な値の受け入れ (許可リスト、肯定的検証): 一致条件を満たすデータのみを受け入れ、他の

すべての値を拒否します。 

 既知の不適切な値の拒否 (禁止リスト、否定的検証): 既知の文字や値が含まれないデータを受け入れま

す。 

 一部削除: 入力を安全にするために、既知の不適切な文字や値を削除または変換します。 

 

一般的に、拒否する必要がある無効または悪意のあると思われる値をすべて特定しようとするのではなく、既知の適

切な値のみを受け付ける (許可リストを使用する) ことをお勧めします。既知の適切な値の完全な一覧を定義できな

い場合は、二次的な防御策として、既知の不適切な値の部分的な一覧と一部削除、またはその両方を使用して検証を

補完できます。 
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各プレゼンテーション テクノロジでは、異なる手法を使用して検証し、検証の問題をユーザーにレポートします。

たとえば、WPF ではコンバーターと検証規則オブジェクト (多くの場合は、XAML を使用して接続されます) が使

用され、Windows フォームでは検証とバンドのベントが提供されます。 

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。Enterprise Library (サーバ

ー側とクラゕント側の両方のオブジェクトとデータの検証に役立つ機能が付属) については、付録 F「patterns & 

practices の Enterprise Library」を参照してください。 

patterns & practices のサービス 

マクロソフトの patterns & practices グループが提供している関連サービスの詳細については、次のリソースを

参照してください。 

 Composite Client Application Guidance for WPF (デスクトップと Silverlight の両方を対象): 

モジュール形式のゕプリケーションの作成を簡略化します。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。 

 Enterprise Library: 横断的関心事に対処する一連のゕプリケーション ブロックを提供しています。

詳細については、「Enterprise Library」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/cc467894.aspx、英語) を参照してください。 

 ソフトウェア ファクトリ: スマート クラゕント、WPF ゕプリケーション、Web サービスなど、特

定の種類のゕプリケーションを迅速に開発できます。詳細については、「patterns & practices: 

Catalog by Application Type」(http://msdn.microsoft.com/en-us/practices/bb969054.aspx、

英語) を参照してください。 

 Unity Application Block (エンタープラズ シナリオと Silverlight シナリオの両方を対象): 依存関

係の挿入、サービスの場所、および制御の反転を実装する機能を提供します。詳細については、

「Unity Application Block」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx、英語) 

を参照してください。 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/practices/bb969054.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx
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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 クラゕントの設計と実装に関するガドラン  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978618.aspx) 

 データ バンデゖングの概要  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms752347.aspx) 

 例外のデザンのガドラン  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms229014(VS.80).aspx) 

 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978618.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms752347.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms229014(VS.80).aspx
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12 

ビジネス レヤーのコンポーネントの 

設計 

概要 

ビジネス レヤーのコンポーネントの設計は重要なタスクです。この設計を適切に行わないと、管理や拡張が困難

なコードになる可能性があります。ゕプリケーションを設計および実装する際に使用できるビジネス レヤーのコ

ンポーネントには、複数の種類があります。このようなコンポーネントには、ビジネス ロジック コンポーネント、

ビジネス エンテゖテゖ、ビジネス プロセス コンポーネントやビジネス ワークフロー コンポーネント、ユーテゖリ

テゖ コンポーネントやヘルパー コンポーネントなどがあります。この章では、まず、ゕプリケーションの設計で一

般的に使用される、さまざまな種類のビジネス コンポーネントについて概説します。その中でも特に、ビジネス ロ

ジック コンポーネントに主眼を置きます。また、ゕプリケーションの設計、トランザクションの要件、および処理

の規則のさまざまな側面が、採用する設計にどのような影響を及ぼすかについても取り上げます。要件を理解したら、

その要件をサポートする設計パターンに重点を置いて説明します。 

手順 1 - アプリケーションで使用するビジネス コンポーネントを特定 

する 

ビジネス レヤーにはさまざまな種類のコンポーネントがあり、これを作成または使用してビジネス ロジックを処

理する必要があります。この手順では、これらのコンポーネントを特定する方法を理解して、ゕプリケーションに必

要なコンポーネントを特定することを目的としています。必要なコンポーネントの種類を判断するには、次のガド

ランを参考にしてください。 
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 ビジネス ロジックとゕプリケーションの状態をカプセル化するには、ビジネス ロジック コンポーネン

トの使用を検討します。ビジネス ロジックは、ゕプリケーションのビジネス ルールと動作の実装と、

データ検証などのプロセス全体における一貫性の維持に関するゕプリケーション ロジックです。ビジ

ネス ロジック コンポーネントは、簡単にテストできて、ゕプリケーションのプレゼンテーション レ

ヤーとデータ ゕクセス レヤーから独立するように設計されている必要があります。 

 ドメン モデリングの手法の一環として、ビジネス エンテゖテゖの使用を検討します。これにより、

ゕプリケーションで操作する必要があるビジネス ドメンの実際のビジネス エンテゖテゖ (製品、注

文など) を表すコンポーネントに、ビジネス ロジックと状態をカプセル化します。ビジネス エンテゖ

テゖの詳細については、第 13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してください。 

 特定の順序で実行される多段階のプロセスをゕプリケーションでサポートする必要がある場合、複数の

ビジネス ロジック コンポーネント間の通信が必要なビジネス ルールをゕプリケーションで使用する場

合、またはゕプリケーションの進化や要件の変化に合わせてワークフローを更新してゕプリケーション

の動作を変更する場合は、ビジネス ワークフロー コンポーネントの使用を検討します。また、ビジネ

ス ルールに基づいた動的な動作をゕプリケーションで実装する必要がある場合にも、ビジネス ワーク

フロー コンポーネントの使用を検討します。この場合、ルールをルール エンジンに格納することを検

討します。また、ワークフロー コンポーネントの実装には、Windows Workflow Foundation の使用

を検討します。外部リソースに依存する複数の手順をゕプリケーションで処理する必要がある場合や、

ゕプリケーションに実行時間の長いトランザクションとして実行される必要があるプロセスが含まれて

いる場合は、BizTalk Server などを使用してサーバー環境の統合を検討します。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。

統合サービスの詳細については、付録 D「統合テクノロジ」を参照してください。 

手順 2 - ビジネス コンポーネントに関する重要な決断を下す 

作成するゕプリケーションの全体的な設計と種類は、要求の処理に使用するビジネス コンポーネントに影響を及ぼ

します。たとえば、通常、Web ゕプリケーションのビジネス コンポーネントでは、メッセージ ベースの要求に対

応し、Windows フォーム ゕプリケーションでは、ベント ベースの要求を使用してビジネス コンポーネントと直

接通信します。また、さまざまな種類のゕプリケーションを使用する際には、他にも考慮すべき要素がありますが、 

すべての種類のゕプリケーションに共通している要素と、特定のゕプリケーションの種類に特有の要素があります。

ビジネス コンポーネントに関して決断を下す必要がある重要事項は次のとおりです。 



| 174  

 

 場所: ビジネス コンポーネントは、クラゕントとゕプリケーション サーバーのどちらに配置します

か。それとも、クラゕントとサーバーの両方に配置しますか。スタンドゕロンのリッチ クラゕン

ト ゕプリケーションやリッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA) の場合、パフォーマンスを向

上する必要がある場合、またはビジネス エンテゖテゖにドメン モデルの設計を使用する場合は、一

部または全部のビジネス コンポーネントをクラゕントに配置することを検討します。共通のビジネ

ス ロジックを使用して複数の種類のクラゕントをサポートする必要がある場合、クラゕントから

ゕクセスできないリソースにビジネス コンポーネントでゕクセスする必要がある場合、またはセキュ

リテゖ上の理由から管理および保護されたサーバー環境のコンポーネントを保護するには、一部または

全部のビジネス コンポーネントをゕプリケーション サーバーに配置することを検討します。 

 結合: プレゼンテーション レヤーのコンポーネントは、ビジネス レヤーのコンポーネントとどの

ように通信しますか。プレゼンテーション レヤーのコンポーネントでビジネス コンポーネントを把

握している場合は、蜜結合を使用する必要がありますか。また、ビジネス コンポーネントの詳細を非

公開にするために抽象化を使用する場合は、疎結合を使用する必要がありますか。クラゕントに両方

のコンポーネントが配置されているリッチ クラゕント ゕプリケーションまたは RIA では、簡略化の

ために、プレゼンテーション コンポーネントとビジネス コンポーネント間で蜜結合の使用を検討する

ことをお勧めします。ただし、プレゼンテーション コンポーネントとビジネス コンポーネント間で疎

結合を使用すると、テスト容易性と柔軟性がするというメリットがあります。ゕプリケーション サー

バーや Web サーバーにビジネス コンポーネントが配置されているリッチ クラゕント ゕプリケーシ

ョンまたは RIA の場合は、可能な限り相互作用を疎結合にするようにサービス ンターフェスを設

計できます。 

 通信: ビジネス コンポーネントがプレゼンテーション コンポーネントと同じテゖゕに配置されている

場合、ベントとメソッドによるコンポーネント ベースの通信の使用を検討します。この方法を採用

すると、パフォーマンスが最大限に高まります。ただし、ビジネス コンポーネントが Web サーバーと

は別個の物理テゖゕに配置されている場合、プレゼンテーション レヤーとビジネス レヤー間で疎

結合を使用する Web ゕプリケーションを設計する場合、またはリッチ クラゕント ゕプリケーショ

ンや RIA の場合は、サービス ンターフェスを実装して、プレゼンテーション レヤーとビジネス 

コンポーネント間でメッセージ ベースの通信を使用することを検討します。また、ゕプリケーション 

サーバーや Web サーバーと不定期に接続するリッチ クラゕント ゕプリケーションや RIA の場合は、

接続時にクラゕントが再同期できるようにサービス ンターフェスを慎重に設計する必要があり

ます。 
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メッセージ ベースの通信を使用する場合、重複する要求を管理する方法とメッセージを確実に配信する方法を検討

します。サービス ゕプリケーション、Microsoft Message Queuing などのメッセージング システムを使用するメ

ッセージ ベースのゕプリケーション、またはプロセスの実行時間が長いためにユーザーが同じ操作を何度も実行す

ることがある Web ゕプリケーションを設計する場合は、”べき等性” (重複する要求を無視する機能) が重要となり

ます。Microsoft Message Queuing などのメッセージング システムを使用するメッセージ ベースのゕプリケーシ

ョン、クラゕントとサービス間でメッセージ ルーターを使用するサービス、またはクラゕントが応答を待機せ

ずにメッセージを送信する "お任せ (Fire and Forget)" 操作をサポートするサービスを設計する場合は、"保証され

た配信" が重要となります。また、処理の待機中に格納されることがあるキャッシュ メッセージが古くなっている

可能性も考慮します。 

手順 3 - 適切なトランザクションのサポートを選択する 

ビジネス コンポーネントでは、ビジネス レヤーで必要になる可能性があるトランザクションを調整および管理し

ます。ただし、まずはトランザクションのサポートが必要かどうかを判断します。トランザクションを使用して、1 

つ以上のリソース マネージャー (データベース、メッセージ キューなど) に対して実行される一連の操作が、他の

トランザクションから独立した 1 つの単位として完了するようにします。一連の操作に含まれる 1 つの操作でエラ

ーが発生した場合、他の操作をすべてロール バックして、システムを一貫性のある状態に保つ必要があります。た

とえば、複数のビジネス ロジック コンポーネントを使用して、3 つのテーブルを更新する操作を行うとします。更

新時に 1 つの操作でエラーが発生し、残り 2 つの操作が成功した場合、データ ソースは一貫性のない状態になりま

す。つまり、この状態では、他の操作で使用する際に無効なデータが存在することになります。トランザクションを

実装する際に、使用できるオプションは次のとおりです。 

 System.Transactions 名前空間では、ビジネス ロジック コンポーネントを使用してトランザクション

を開始および管理します。Lightweight Transaction Manager (LTM) と共に .NET Framework 2.0 

に導入された System.Transactions 名前空間は、永続的でないリソース マネージャーまたは単一の永

続的リソース マネージャーに対応しています。この手法では、TransactionScope クラスを使用して

プログラムを明示的に記述する必要があり、複数の永続的リソース マネージャーがトランザクション

に参加している場合は、トランザクション スコープを拡大して、分散トランザクション コーデゖネー

ター (DTC) を使用できます。トランザクションのサポートが必要な新しいゕプリケーションを作成し

たり、複数の永続的でないリソース マネージャーをまたぐトランザクションが存在する場合は、

System.Transactions 名前空間の使用を検討します。 
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 WCF トランザクションは .NET Framework 3.0 で導入され、System.Transactions の機能を基盤と

しています。そのため、このトランザクションでは、TransactionScopeRequired、

TransactionAutoComplete、TransactionFlow など、さまざまな属性やプロパテゖを使用して、実装

されているトランザクションを管理するための宣言型の手法が提供されます。WCF サービスとの通信

でトランザクションをサポートする必要がある場合は、WCF トランザクションの使用を検討します。

ただし、トランザクションを管理するコードを使用するのではなく、宣言的なトランザクションを定義

する必要があるかどうかを検討します。 

 ADO.NET トランザクションは、.NET Framework 1.0 で導入された機能ですが、トランザクション

の開始と管理にビジネス ロジック コンポーネントを使用する必要があります。これには、明示的なプ

ログラミング モデルが使用されており、開発者は非分散トランザクションをコードで管理する必要が

あります。既に ADO.NET トランザクションを使用しているゕプリケーションを拡張する場合または 

ADO.NET プロバダーを使用してデータベースにゕクセスし、トランザクションが 1 つのリソースに

限定されている場合は、ADO.NET トランザクションの使用を検討します。また、ADO.NET 2.0 以降

では、この一覧の前半で説明した System.Transactions 名前空間の機能を使用して、分散トランザク

ションをサポートします。 

 ストゕド プロシージャに組み込むことができるデータベース トランザクションを使用して、トランザ

クションを管理します。データベース トランザクションを使用すると、ビジネス プロセスの設計が簡

略化される場合があります。トランザクションがビジネス ロジック コンポーネントによって開始され

る場合、データベース トランザクションはビジネス コンポーネントによって作成されるトランザクシ

ョンに参加します。トランザクションで管理する必要があるすべての変更をカプセル化するストゕド 

プロシージャを作成している場合や、同じストゕド プロシージャを使用する複数のゕプリケーション

が存在し、そのストゕド プロシージャ内でトランザクション要件をカプセル化できる場合は、データ

ベース トランザクションの使用を検討します。 

 

分散トランザクションを使用するシステムでは、サブシステム間の結合性が高まる可能性があることを考慮します。

リモート システムを対象とするトランザクションでは、ネットワーク トラフゖックが増大するため、パフォーマン

スに影響を及ぼす可能性が高くなります。トランザクションは負荷が高い処理なので迅速に実行する必要があります。

迅速に実行されないと、リソースが必要以上に長い間ロックされ、タムゕウトやデッドロックが発生する原因にな

る可能性があります。 

トランザクションに参加すると、外部サービスが内部リソースをロックできるため、トランザクションに参加するサ

ービスは、確実に信頼できるサービスに限定します。サービスを呼び出してビジネス プロセスを実行する場合、こ

の呼び出しをまたぐゕトミックのトランザクションは、可能な限り作成しないようにします。 
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手順 4 - ビジネス ルールの処理方法を特定する 

ビジネス ルールの管理は、ゕプリケーションを設計するうえで非常に困難な側面の 1 つです。一般的に、ビジネス 

ルールはビジネス レヤーで管理する必要があります。ですが、正確にはビジネス レヤーのどの部分でコンポー

ネントを管理するのでしょうか。これには、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 ルール エンジンを使用したり、ドメン モデルの設計をモデルにカプセル化したルール

と組み合わせて使用したりします。ビジネス ルールの処理については、次のオプションを検討します。 

 ビジネス ロジック コンポーネントは、コンポーネントの実装に使用した設計パターンに応じて、単純

なルールまたは非常に複雑なルールの処理に使用できます。ドメン モデルの設計をビジネス エンテ

ゖテゖに実装しない場合、またはビジネス ルールを含む外部ソースを使用する場合は、Web ゕプリケ

ーションやサービスのタスクまたはドキュメント指向の操作に、ビジネス ロジック コンポーネントの

使用を検討します。 

 ビジネス ルールをビジネス エンテゖテゖから分離する場合、使用するビジネス エンテゖテゖでビジネ

ス ルールのカプセル化がサポートされていない場合、または複数のビジネス エンテゖテゖ間での通信

を調整するビジネス ロジックをカプセル化する必要がある場合は、ワークフロー コンポーネントを使

用します。 

 ビジネス ルール エンジンでは、開発の知識を持たないユーザーがルールを確立および変更できるよう

にする方法を提供します。ただし、ゕプリケーションが複雑になり、追加のオーバーヘッドが発生する

ので、必要な場合にのみ使用します。つまり、ビジネス ルール エンジンは、ゕプリケーションに関連

するさまざまな要素に基づいてルールを調整する必要がある場合にのみ使用します。定期的に変更する

必要がある不安定なビジネス ルールの場合、カスタマズをサポートして柔軟性を持たせる場合、ま

たはビジネス ユーザーがルールを管理および更新できるようにする場合は、ビジネス ルール エンジン

の使用を検討します。ユーザーが変更できるルールのみを公開し、ビジネス ロジックの適切な動作を

実現するうえで重要なルールを未承認ユーザーが変更できないようにします。 

 ドメン モデルの設計は、ビジネス エンテゖテゖのビジネス ルールをカプセル化するために使用され

ます。ただし、ドメン モデルは、適切に設計するのが困難な場合があり、特定の見解やコンテキス

トに重点を置く傾向があります。ビジネス ロジックの一部がクラゕントに配置されていたり、ドメ

ン モデルのエンテゖテゖがメモリ内で初期化および格納されるリッチ クラゕント ゕプリケーショ

ンや RIA の場合、または Web ゕプリケーションやサービス ゕプリケーションと関連のあるセッショ

ン状態で管理できるドメン モデルの場合、ドメン モデルにルールをカプセル化することを検討し
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ます。ドメン モデルの一部をクラゕントに配置する場合は、ドメン モデルをサーバーに反映し

てルールと動作を適用し、セキュリテゖと保守容易性を確保する必要があります。 

 

手順 5 - 要件を満たすパターンを特定する 

動作に関するパターンは、運用システムの動作を観察し、繰り返し行われるプロセスを確認したうえで作成されてい

ます。通常、ビジネス コンポーネントで使用する可能性があるパターンは、動作に関する設計パターンです。"動作

に関する設計パターン" とは、設計の段階でゕプリケーションの動作に重点を置いたパターンです。さまざまな種類

のゕプリケーションや、ゕプリケーションの設計のさまざまなレヤーで発生するパターンを特定して定義していま

す。定義されているパターンをすべて学習するのは現実的ではありませんが、さまざまな種類のパターンの理解を深

めることで、シナリオを確認してパターンで表せる動作を特定することは可能です。次の表に、ビジネス コンポー

ネントで一般的に使用するパターンを示します。 

パターン 推奨事項 

Adapter 互換性がないンターフェスを持つクラスを同時に使用できます。開発者は、このパ

ターンを使用すると、既存のクラスに別の実装を提供するポリモーフゖックな一連のク

ラスを実装できます。 

Command さまざまなコンポーネントに対して同じコマンドを実行するために使用する、メニュ

ー、ツール バー、およびキーボード ショートカットによる対話機能を備えたリッチ ク

ラゕント ゕプリケーションでの使用を推奨します。また、コマンドを実装するために 

Supervising Presenter パターンと組み合わせて使用することもできます。 

Chain of 

Responsibility 

複数の要求ハンドラーをチェーンして、各ハンドラーで要求を確認して、処理するか、

チェーンの次のハンドラーに渡されるようにします。If、then、else ステートメントに

代わるパターンで、複雑なビジネス ルールを処理する機能を備えています。 

Decorator 実行時にオブジェクトの動作を拡張し、要求を実行する際に行う操作を追加または変更

します。Decorator クラスで実装される一般的なンターフェスが必要です。これを

同時にチェーンすることで複雑なビジネス ルールを処理できます。 

Dependency Injection 個別のクラスを使用して、オブジェクトのメンバー (フゖールドやプロパテゖ) を作成

および設定します。これにより、通常、実行時に構成フゔルの内容に基づいた依存関

係が作成されます。構成フゔルでは、オブジェクト型のマッピングまたは登録を指定

するコンテナーを定義します。また、ゕプリケーション コードでもオブジェクトのマッ

ピングまたは登録を定義できます。このパターンでは、動作を変更して複雑なビジネス 
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ルールを実装する柔軟性のある手法を提供します。 

Façade 複数のビジネス ロジック コンポーネントから結果を統合する大まかな操作を提供しま

す。通常、メッセージ ベースのンターフェスのリモート フゔサードとしてビジネ

ス レヤーに実装され、プレゼンテーション レヤーとビジネス レヤー間の疎結合

を提供するために使用されます。 

Factory 具象型を指定せずオブジェクト ンスタンスを作成します。一般的なンターフェス

を実装するオブジェクトまたは一般的な基本クラスを拡張するオブジェクトが必要で

す。 

Transaction Script 必要最低限のビジネス ルールを使用した基本的な CRUD 操作での使用を推奨します。

また、Transaction Script のコンポーネントでもトランザクションが開始されます。つ

まり、コンポーネントによって実行されるすべての操作は、作業の atomic 単位である

必要があります。ビジネス ロジック コンポーネントでは、このパターンを使用して、

他のビジネス コンポーネントやデータ コンポーネントと通信して、操作を完了しま

す。 

 

上記の表では、ビジネス コンポーネントで使用される一般的なパターンの多くについて説明しましたが、ビジネス 

コンポーネントと関連のあるパターンは他にも数多く存在します。パターンを選択するときには、そのパターンが、

シナリオに適合し、ゕプリケーションが必要以上に複雑にならないことを見極めるのが重要です。 

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。 

 ビジネス コンポーネントの設計に関する詳細については、「.NET のゕプリケーション ゕーキテクチ

ャ: ゕプリケーションとサービスの設計」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms954595.aspx) を参照してください。 

 ビジネス レヤーとコンポーネントのパフォーマンスに関する詳細については、次のリソースを参照

してください。 

◦ .NET 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のためのゕーキテクチャと設計

のレビュー  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998544.aspx) 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms954595.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms954595.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998544.aspx
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◦ ゕプリケーション パフォーマンスのための設計ガドラン 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998541.aspx) 

 ビジネス コンポーネントにトランザクションを実装する方法の詳細については、次のリソースを参照

してください。 

◦ .NET Framework 2.0 の System.Transactions について (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms973865.aspx) 

◦ トランザクション  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms730266.aspx) 

◦ トランザクション処理  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/w97s6fw4.aspx) 

 ビジネス コンポーネントにワークフローを実装する方法の詳細については、次のリソースを参照して

ください。 

◦ Windows Workflow Foundation ルール エンジンの紹介 (http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/aa480193.aspx) 

◦ Windows Workflow Foundation  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms735967.aspx) 

 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998541.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms973865.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms973865.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms730266.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/w97s6fw4.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa480193.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa480193.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms735967.aspx
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13 

ビジネス エンテゖテゖの設計 

概要 

ビジネス エンテゖテゖにはデータ値が格納され、データ値はプロパテゖによって公開されます。つまり、ビジネス 

エンテゖテゖにはゕプリケーションで使用するビジネス データが格納および管理されます。また、ビジネス データ

や関連する機能へのプログラムによるステートフルなゕクセスが提供されます。さらに、一貫性を確保して、ビジネ

ス ルールと動作を実装するために、エンテゖテゖに含まれるデータを検証して、ビジネス ロジックをカプセル化し

ています。そのため、適切なビジネス エンテゖテゖを設計または選択することは、ビジネス レヤーのパフォーマ

ンスと効率を最大限に高めるうえで非常に重要です。 

この章では、ビジネス エンテゖテゖ コンポーネントの設計について説明します。まず、さまざまなデータ形式と、

データがゕプリケーションで使用される方法を確認します。次に、選択したデータ形式によって、設計にビジネス 

ルールを実装する方法がどのように決まるかを説明します。最後に、カスタム オブジェクトの設計オプションを紹

介し、さまざまなデータ形式でシリゕル化をサポートする方法について説明します。 

コンポーネントの設計に関する一般的な考慮事項とゕプリケーションの各レヤーで一般的に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。 

手順 1 – 表現を選択する 

この手順では、シナリオに適した表現を選択できるように、ビジネス エンテゖテゖを表現するさまざまな方法につ

いて説明し、各方法のメリットとデメリットを確認します。最も一般的な形式のオプションは次のとおりです。 

 カスタム ビジネス オブジェクト: システムのエンテゖテゖを表す共通言語ランタム (CLR) オブジェ

クトです。このオブジェクトは、ADO.NET Entity Framework (EF) や NHibernate などのオブジェ
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クト/リレーショナル マッピング (O/RM) テクノロジを使用して作成できます (詳細については、この

章の最後の「関連情報」を参照してください)。また、手動で作成することもできます。複雑なビジネ

ス ルールや動作を関連データと共にカプセル化する必要がある場合は、カスタム ビジネス オブジェク

トが適しています。AppDomain 境界、プロセス境界、または物理的な境界を越えてカスタム ビジネ

ス オブジェクトにゕクセスする必要がある場合は、データ転送オブジェクト (DTO) 経由でゕクセスで

きるサービス レヤーとカスタム ビジネス オブジェクトを更新または編集する操作を実装できます。 

 DataSet または DataTable: DataSet は、通常、実際のデータベース スキーマに緊密にマップされ

たメモリ内データベースの形式を取ります。一般に、DataSet は、O/RM マッピング メカニズムを使

用しておらず、ゕプリケーション ロジックのデータがデータベース スキーマに緊密にマップされるデ

ータ指向のゕプリケーションを構築している場合にのみ使用されます。ビジネス ロジックやビジネス 

ルールをカプセル化するために DataSet を拡張することはできません。DataSet は XML にシリゕル

化できますが、プロセス境界やサービス境界を越えて公開しないようにする必要があります。 

 XML: 構造化データを含む標準ベースの形式です。通常、XML は、プレゼンテーション レヤーで必

要になるか、ロジックがコンテンツのスキーマに基づいてコンテンツを処理する場合にのみ、ビジネス 

エンテゖテゖを表現するために使用します。たとえば、XML ドキュメント内の既知のノードに基づい

てメッセージがルーテゖングされるメッセージ ルーテゖング システムが、これに該当します。XML の

使用と操作では、大量のメモリが使用される可能性があることに注意してください。 

 

手順 2 – ビジネス エンティティの設計を選択する 

ビジネス エンテゖテゖを表現するのにカスタム オブジェクトが最適だと判断したら、次はカスタム オブジェクト

を設計します。カスタム オブジェクトの設計手法は、使用する予定のオブジェクトの種類によって異なります。た

とえば、ドメン モデル エンテゖテゖの場合はビジネス ドメンを詳しく分析する必要がありますが、テーブル 

モジュール エンテゖテゖの場合はデータベース スキーマを理解する必要があります。ビジネス オブジェクトを使

用する際の一般的な設計手法には、次のようなものがあります。 

 ドメイン モデル: オブジェクト指向の設計パターンです。ドメン モデル設計の目的は、ビジネス ド

メン内の実際のエンテゖテゖを表現するビジネス オブジェクトを定義することです。ドメン モデ

ル設計を使用する場合、ビジネス エンテゖテゖまたはドメン エンテゖテゖには、動作と構造の両方

が含まれます。つまり、ビジネス ルールとリレーションシップは、ドメン モデルにカプセル化され

ます。ドメン モデル設計では、ビジネス ドメンを詳しく分析する必要があり、通常、ほとんどの



| 183  

 

データベースで使用されるリレーショナル モデルにマップされることはありません。ビジネス ドメ

ンに関係する複雑なビジネス ルールがある場合、リッチ クラゕントを設計しており、ドメン モデ

ルを初期化してメモリに格納できる場合、または要求ごとにドメン モデルを初期化する必要がある

ステートレスなビジネス レヤーを操作していない場合は、ドメン モデル設計の使用を検討します。

ドメン モデルとドメン駆動設計の詳細については、この章後半の「ドメン駆動設計」を参照し

てください。 

 テーブル モジュール: オブジェクト指向の設計パターンです。テーブル モジュール設計の目的は、デ

ータベース内のテーブルまたはビューに基づいてエンテゖテゖを定義することです。通常、データベー

スへのゕクセスとテーブル モジュール エンテゖテゖへのデータの設定に使用される操作は、エンテゖ

テゖ内にカプセル化されます。ただし、データ ゕクセス コンポーネントを使用して、データベース操

作を実行したり、テーブル モジュール エンテゖテゖにデータを設定したりすることもできます。デー

タベース内のテーブルまたはビューがゕプリケーションで使用するビジネス エンテゖテゖを厳密に表

現している場合、またはビジネス ロジックと操作が単一のテーブルまたはビューに関係している場合

は、テーブル モジュール設計の使用を検討します。 

 カスタム XML オブジェクト: ゕプリケーション コード内で操作できる、シリゕル化解除された XML 

データを表します。このオブジェクトのンスタンスは、クラスのプロパテゖを XML 構造体の要素と

属性にマップする属性を使用して定義されたクラスから作成します。Microsoft .NET Framework に

は、XML データをオブジェクトにシリゕル化解除したり、オブジェクトを XML データにシリゕル化し

たりするのに使用できるコンポーネントが用意されています。使用しているデータが XML 形式である

場合 (XML フゔルや、結果セットとして XML を返すデータベース操作など)、XML 以外のデータ ソ

ースから XML データを生成する必要がある場合、または読み取り専用のドキュメント ベースのデータ

を操作している場合は、カスタム XML オブジェクトの使用を検討します。 

 

カスタム オブジェクトを使用する場合、すべてのビジネス エンテゖテゖが同じ設計に沿っている必要はありません。

たとえば、ルールが複雑なゕプリケーションのある部分では、ドメン モデル設計が必要になることがありますが、 

それ以外の部分では、必要に応じて XML オブジェクト、テーブル モジュール設計、またはドメン オブジェクト

を使用できます。 
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手順 3 – シリアル化のサポートを決定する 

境界を越えてビジネス エンテゖテゖを転送する方法を決定する必要があります。ほとんどの場合、AppDomain 境

界、プロセス境界、サービス ンターフェス境界などの物理的な境界を越えてデータを渡すには、データをシリ

ゕル化する必要があります。また、論理的な境界を越えてデータを渡すときにデータをシリゕル化することもできま

す。ただし、この場合はパフォーマンスへの影響に留意する必要があります。ビジネス エンテゖテゖを転送する際

には、次のオプションを検討します。 

 必要な場合にのみシリアル化可能なビジネス エンティティを直接公開する: 同じ物理テゖゕにある、ゕ

プリケーションの別のレヤーでビジネス エンテゖテゖを使用している場合、シリゕル化によりビジ

ネス エンテゖテゖを直接公開する方法が最も簡単です。ただし、この方法には、ビジネス エンテゖテ

ゖとその実装のコンシューマー間に依存関係が生じるというデメリットがあります。そのため、一般的

に、ビジネス エンテゖテゖのコンシューマーを直接管理できて、物理テゖゕ間でのビジネス エンテゖ

テゖへのリモート ゕクセスが不要でない限り、このオプションの使用はお勧めしません。 

 ビジネス エンティティをシリアル化可能なデータ転送オブジェクトに変換する: データのコンシューマ

ーとビジネス レヤーの内部実装を分離するには、ビジネス エンテゖテゖを特殊なシリゕル化可能な

データ転送オブジェクトに変換することを検討します。データ転送オブジェクト (DTO) は、境界を越

えて転送するために複数のデータ構造体を単一の構造体にパッケージ化する設計パターンです。データ

転送オブジェクトは、ビジネス エンテゖテゖの複数のコンシューマーが異なるデータ表現またはモデ

ル (たとえば、プレゼンテーション テゖゕ) を使用している場合にも役立ちます。この手法を使用する

と、データのコンシューマーに影響を及ぼすことなくビジネス レヤーの内部実装を変更できるよう

になり、ンターフェスのバージョン管理が容易になります。この手法は、外部クラゕントでデー

タが使用される場合に適しています。 

 XML を直接公開する: 場合によっては、ビジネス エンテゖテゖを XML としてシリゕル化して公開す

ることがあります。.NET Framework では、XML データの広範なシリゕル化がサポートされています。

ほとんどの場合、XML へのシリゕル化は、ビジネス エンテゖテゖの属性で制御されます。 

 

サービス ンターフェスのデータ スキーマ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」を参照してください。レヤーとテゖゕと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。 
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ドメイン駆動設計 

ドメン駆動設計 (DDD) は、ビジネス ドメン、その要素と動作、およびそれらの関係に基づいてソフトウェゕ

を設計するオブジェクト指向の手法です。このゕーキテクチャ スタルの目的は、ビジネス ドメンの専門家がわ

かる共通言語でドメン モデルを定義することによって、ビジネス ドメンで必要な機能を実現するソフトウェゕ 

システムを構築することです。ドメン モデルは、ソリューションを合理化できるフレームワークと見なせます。 

ドメン駆動設計を適用するには、モデル化するビジネス ドメンについてよく理解したり、そのようなビジネス

知識を習得することに精通している必要があります。多くの場合、開発チームは、ビジネス ドメンの専門家と連

携してビジネス ドメンをモデル化します。ゕーキテクト、開発者、およびその技術の専門家はさまざまな経歴を

持っており、多くの環境では、それぞれの目的、設計、および要件を定義する際に使用する表現が異なります。ただ

し、ドメン駆動設計では、チーム全体が、ビジネス ドメンに重点を置く共通言語のみを使用するため、技術的

な専門用語は使用しません。 

ソフトウェゕの中核にはドメン モデル (この共通言語が直接投影されたもの) があるため、チームはドメン モ

デルに関する共通言語を分析することによって、ソフトウェゕ内のギャップをすばやく特定できます。共通言語を作

成することは、単にドメンの専門家から情報を入手して、それを適用するだけではありません。開発チーム内で発

生するコミュニケーションの問題の原因の多くは、ドメンの共通言語の誤解だけでなく、ドメンの共通言語自体

があいまいであることにもあります。ドメン駆動設計のプロセスの目的は、使用する共通言語を実装することだけ

でなく、ドメンの共通言語を改善および改良することにもあります。つまり、モデルはドメンの共通言語を直接

投影したものになるので、構築するソフトウェゕにメリットがあります。 

ドメン モデルは、エンテゖテゖ、値オブジェクト、集計ルート、レポジトリ、およびドメン サービスを使用し

て表現され、境界コンテキストと呼ばれる、大まかな責任が割り当てられている領域に分類されます。 

"エンテゖテゖ" とは、ソフトウェゕの状態が変化しても変わらない一意の ID を持つ、ドメン モデルのオブジェ

クトです。エンテゖテゖは状態と動作の両方をカプセル化します。Customer オブジェクトは、エンテゖテゖの一

例です。このオブジェクトは、特定の顧客に関する状態を表して保持し、その顧客に対して実行できる操作を実装し

ます。 

"値オブジェクト" とは、ドメンの特定の側面を表すために使用されるドメンのオブジェクトです。値オブジェ

クトに一意の ID はありませんが、不変のオブジェクトです。値オブジェクトの例としては、Transaction Amount 

(トランザクション金額) や Customer Address (顧客の住所) があります。 

"集計ルート" とは、論理的に関連する子エンテゖテゖや値オブジェクトをグループ化し、これらへのゕクセスを制

御して、その間の相互作用を調整するエンテゖテゖです。 
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"レポジトリ" は、通常、オブジェクト/リレーショナル マッピング (O/RM) フレームワークを使用して、集計ルー

トを取得および格納します。 

"ドメン サービス" は、操作、ゕクション、またはビジネス プロセスを表し、ドメン モデルの他のオブジェク

トを参照する機能を提供します。特定のラフサクルや ID を持つオブジェクトに、機能やドメンのある部分を

マップできないことがあります。このような機能は、ドメン サービスとして宣言できます。電子商取引ドメン

のカタログ価格設定サービスは、ドメン サービスの一例です。 

モデルを単純で役に立つ言語コンストラクトとして維持するためには、ドメン モデルで、大規模な分離とカプセ

ル化を実装する必要があることが一般的です。このため、ドメン駆動設計に基づいて構築したシステムのコストは

比較的高くなることがあります。ドメン駆動設計を使用すると、保守容易性など、多くの技術上のメリットはあり

ますが、複雑なドメン (モデルと言語のプロセスによって、複雑な情報を伝達したり、ドメンの共通理解を構築

するうえで、明らかなメリットがもたらされる場合) にのみ適用することをお勧めします。 

ドメン駆動設計の技法の詳細については、「Domain Driven Design (ドメン駆動設計) Quickly 日本語版」

(http://www.infoq.com/jp/minibooks/domain-driven-design-quickly) を参照してください。また、Eric Evans 

著『Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software』(Addison-Wesley、ISBN: 0-

321-12521-5) と Jimmy Nilsson 著『Applying Domain-Driven Design and Patterns: With Examples in C# 

and NET』(Addison-Wesley、ISBN: 0-321-26820-2) も参照してください。 

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。 

 ビジネス エンテゖテゖの設計パターンに関する詳細については、「Enterprise Solution Patterns 

Using Microsoft .NET」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998469.aspx、英語) を参

照してください。 

 ビジネス エンテゖテゖの設計に関する詳細については、「Integration Patterns」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx、英語) を参照してください。 

 ドメン駆動設計の詳細については、次のリソースを参照してください。 

◦ ドメン駆動設計の概要  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/dd419654.aspx) 

http://www.infoq.com/jp/minibooks/domain-driven-design-quickly
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998469.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/dd419654.aspx
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◦ ドメン駆動設計・開発の実践  

(http://www.infoq.com/jp/articles/ddd-in-practice)  

 ビジネス レヤーの設計パターンに関する詳細については、「Service Orientation Patterns」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa532436.aspx、英語) を参照してください。 

 ADO.NET Entity Framework の詳細については、「The ADO.NET Entity Framework Overview」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa697427(VS.80).aspx、英語) を参照してください。 

 Microsoft Dynamics を使用したビジネス エンテゖテゖ設計の詳細については、「Business 

Entities」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms940455.aspx、英語) を参照してください。 

 Microsoft Dynamics を使用したビジネス エンテゖテゖ モデリングの詳細については、「Modeling 

Entities」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa475207.aspx、英語) を参照してください。 

 Office Business Applications (OBA) とビジネス エンテゖテゖの併用の詳細については、「Building 

Office Business Applications」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb266337.aspx、英

語) を参照してください。 

 オープン ソースである NHibernate フレームワークの詳細については、「NHibernate Forge」

(http://nhforge.org/Default.aspx、英語) を参照してください。 

 

 

http://www.infoq.com/jp/articles/ddd-in-practice
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa532436.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa697427(VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms940455.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa475207.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb266337.aspx
http://nhforge.org/Default.aspx
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14 

ワークフロー コンポーネントの設計 

概要 

ユーザーのタスクを規定の順序で完了する必要がある (各手順が完了してから次の手順に進む必要がある) シナリオ

またはユーザーのタスクが基になる一連のビジネス ルールを満たす必要があるシナリオは、多数あります。ワーク

フロー コンポーネントを使用すると、タスクをカプセル化したり、タスクを完了するのに必要な手順を調整したり

することができます。また、ワークフロー コンポーネントでは、処理対象の情報 (ユーザーやビジネス プロセスを

定義する動的なビジネス ルールによって入力されるデータなど) に依存するタスクもサポートできます。 

この章では、さまざまなシナリオを考察し、ワークフロー コンポーネントの設計方法についてのガダンスを提供

します。まず、実際のシナリオと主要なワークフロー シナリオの対応を確認して、ゕプリケーションに適したワー

クフロー スタルを特定できるようにします。次に、要件と規則が、ワークフロー コンポーネントの実装で使用で

きるオプションに、どのような影響を及ぼすかを考察します。最後に、使用可能なさまざまなオプションをサポート

するワークフロー コンポーネントの設計についてのガダンスを提供します。 

コンポーネントの設計に関する一般的な考慮事項とゕプリケーションの各レヤーで一般的に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。 

手順 1 – シナリオを使用してワークフロー スタイルを特定する 

ワークフロー スタルには、シーケンシャル、ステート マシン、およびデータ ドリブンという 3 つの基本的な種

類があります。シーケンシャル ワークフローの場合、タスクは完了するまでに決められた一連の手順の間を遷移し

ます。ステート マシン ワークフローの場合、ゕクテゖビテゖは、一連の状態と状態の遷移を引き起こすベントと

して定義されます。データ ドリブン ワークフローの場合、ゕクテゖビテゖはデータに関連する情報に基づいて実行
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されます。そのため、ワークフロー コンポーネントを設計する際には、まず、サポートする必要があるワークフロ

ーのスタルを理解する必要があります。次に、この 3 つの基本的なワークフロー スタルを使用する場合につい

てのガドを示します。 

 シーケンシャル ワークフロー スタイル: このスタルでは、ワークフローによってゕクテゖビテゖの

シーケンスが制御され、次に実行する手順が決定されます。シーケンシャル ワークフローには条件分

岐やループを含めることもできますが、その遷移は予測可能です。あるタスクを完了するために一連の

規定の手順を実行する必要がある場合や、システム管理、ビジネス間のオーケストレーション、ビジネ

ス ルールの処理などのシナリオには、シーケンシャル ワークフローの使用を検討します。 

 ステート マシン ワークフロー スタイル: このスタルでは、ワークフローが一定の状態になり、ベ

ントの発生を待機してから別の状態に遷移します。ベント駆動型のシナリオ向けに設計されたワーク

フロー、ユーザー ンターフェスのページ フロー (ウゖザードのンターフェスなど)、または注

文に含まれるデータに基づいて手順とプロセスが適用される注文処理システムが必要な場合は、ステー

ト マシン ワークフローの使用を検討します。 

 データ ドリブン ワークフロー スタイル: このスタルでは、ドキュメントに含まれる情報によって、

ワークフローで実行するゕクテゖビテゖが決定されます。このスタルは、ドキュメント承認プロセス

などのタスクに適しています。 

 

手順 2 - オーサリング モードを選択する 

ワークフローは、コード、マークゕップ言語、またはコードとマークゕップの両方の組み合わせを使用して作成でき

ます。使用する手法は、ソリューションに求められるオーサリング モードの要件によって異なります。選択するオ

ーサリング モードは、ゕプリケーションをパッケージ化および配布する方法にも影響します。選択できるオプショ

ンは次のとおりです。 

 コードのみ: このオプションは、時間が経過してもワークフローがあまり変化しない場合、マークゕッ

プでは簡単に表現できない複雑なビジネス ルールがある場合、ビジュゕル デザナーを使用したマー

クゕップの作成よりもマネージ コードの作成に開発チームが慣れている場合、またはマークゕップの

オプションでは実現できない新しいワークフローの種類を作成する場合に使用します。コードのみのワ

ークフローは、ソース コード管理システムにも簡単に統合できます。 
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 コード分離: このオプションは、ビジネス コンポーネントにカプセル化された複雑なビジネス ルール

がある場合、またはユーザーや管理者がワークフロー デザナーを使用してワークフローの一部の側

面を変更できるようにする場合に使用します。 

 マークアップ: このオプションは、時間の経過と共にワークフローが頻繁に変化する場合、ワークフロ

ーに関連するビジネス ルールをマークゕップ言語で簡単に表現できる場合、新しいワークフローの種

類を作成する必要がない場合、およびワークフロー モデルで参照しているワークフローの種類を再構

築しなくてもモデルを更新できる柔軟性が必要な場合に使用します。 

 

手順 3 - ルールの処理方法を決定する 

この時点では、ワークフロー スタルを特定して、ワークフローの作成に使用するオーサリング モードを決定する

作業が完了しています。次の手順は、ワークフローでビジネス ルールを処理する方法を決定することです。ルール

を処理する方法は、ビジネス ルールの複雑さ、永続性、および管理の要件に基づいて決定します。ワークフロー コ

ンポーネントのビジネス ルールの処理については、次の要素を検討します。 

 ルールが複雑な場合: コードのみ、またはコード分離オーサリング モードの使用を検討します。ビジネ

ス コンポーネントを使用してルールを実装およびカプセル化できるので、ワークフローで実行を調整

できます。 

 ルールが永続的ではない場合: 単純なルールやデータ ドリブン ルールには、マークゕップ オーサリン

グ モードの使用を検討します。ただし、ルールが外部システム (ビジネス ルール エンジンなど) で管

理されている場合は、コードのみ、またはコード分離オーサリング モードの使用を検討します。 

 ビジネス ユーザー、管理者、またはアナリストがルールを管理する場合: ビジュゕル デザナーなど

のルール編集機能を提供するマークゕップ オーサリング モードを使用するソリューション、またはド

メン固有言語 (DSL) をサポートするソリューションの使用を検討します。ただし、ルールが外部シ

ステム (ビジネス ルール エンジンなど) で管理されている場合は、コード分離オーサリング モードの

使用を検討します。 
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手順 4 – ワークフロー ソリューションを選択する 

ワークフローに関するワークフロー スタル、オーサリング モード、およびルール処理の要件を理解したので、次

はワークフロー ソリューションを選択します。各ソリューションで提供される機能を基準にソリューションを選択

します。マクロソフト プラットフォームで使用できるテクノロジには、次のようなものがあります。 

 Windows Workflow Foundation (WF): シーケンシャル ワークフロー、ステート マシン ワーク

フロー、およびデータ ドリブン ワークフローを作成するための開発者中心のソリューションが提供さ

れます。また、コードのみ、コード分離、およびマークゕップ オーサリング モードがサポートされま

す。デザナーは、Visual Studio 2005 では拡張機能によりサポートされ、Visual Studio 2008 以降

では直接サポートされます。WF には、安全で信頼できるトランザクションによるデータ交換のための

プロトコル機能、ゕクテゖビテゖの追跡、および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、システムのシャットダウンと再起動後も継続して実行される実行時間の長いワークフロー

がサポートされます。 

 ワークフロー サービス: Windows Communication Foundation (WCF) と Windows Workflow 

Foundation (WF) が統合されることで、ワークフロー向けの WCF ベースのサービスが提供されます。

Microsoft .NET Framework 3.5 以降、WCF は、サービスとして公開されるワークフローをサポート

し、ワークフロー内からサービスを呼び出す機能を提供するように拡張されました。また、Microsoft 

Visual Studio 2008 には、ワークフロー サービスをサポートする新しいテンプレートとツールが用意

されています。 

 Microsoft Office SharePoint Services (MOSS): WF に基づくワークフローのサポートを提供する

コンテンツ管理とコラボレーションのプラットフォームで、 Microsoft Office SharePoint® サーバー

に関連するヒューマン ワークフローとコラボレーション向けのソリューションが提供されます。Web 

ンターフェスを使用して SharePoint リスト ゕテムに関連する承認ベースのワークフローを定

義したり、SharePoint Designer または Visual Studio の Windows ワークフロー デザナーを使用

して条件付きワークフローやデータ ドリブン ワークフローを定義したりすることができます。ワーク

フローをカスタマズするには、Visual Studio で WF オブジェクト モデルを使用できます。ただし、

MOSS の使用が適しているのは、ビジネス レヤーが単一の SharePoint サトに限定され、他のサ

トに存在する情報にゕクセスする必要がない場合だけです。 

 BizTalk Server: シーケンシャル、ステート マシン、およびデータ ドリブンの各ワークフローがサポ

ートされ、コード分離とマークゕップ オーサリング モードもサポートされます。電子データ交換 

(EDI) 形式、XML 形式、またはその両方を使用して企業間の電子文書交換関係を有効にします。
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BizTalk Server には、実行時間の長い疎結合されたビジネス プロセスや、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を備えたワークフローを設計して実行するための、強力なオーケスト

レーション機能が備わっています。BizTalk Server では、ゕダプターを通じて異なるゕプリケーショ

ンやシステムが統合され、ビジネス ルール エンジンとビジネス ゕクテゖビテゖ監視が提供されます。

マクロソフト以外のシステムとのやり取り、EDI の実行、または Enterprise Service Bus (ESB) パ

ターンの実装が必要な場合は、BizTalk ESB Toolkit の使用を検討してください。 

 

手順 5 – ワークフローをサポートするようにビジネス コンポーネントを

設計する 

一般に、別個のコンポーネント内で実行される多段階のプロセスや実行時間が長いプロセスを伴うワークフローを実

装する必要があるので、適切な例外を公開してワークフロー内のすべての障害状態をハンドルできるようにする必要

があります。ビジネス ワークフローを設計する際には、応答が不要なメソッド呼び出しの使用を検討するか、十分

な応答時間を確保する必要があります。一連の規定の手順を順序に従って同期した状態を保ちながらコンポーネント

で処理を実行する必要がある場合は、パプラン パターンの使用を検討します。また、プロセスの手順を非同期

かつ順不同に実行できる場合は、ベント パターンの使用を検討します。 

次のセクションでは、マクロソフト プラットフォームで使用できるテクノロジを使用してワークフローを設計す

る方法を理解するのに役立つ情報を提供します。 

Windows Workflow Foundation 

Windows Workflow Foundation (WF) を使用して設計するビジネス コンポーネントには、カスタム ワークフロー、

ゕクテゖビテゖ、状態オブジェクト、カスタム サービスなどがあります。必要なコンポーネントは、選択したワー

クフロー スタルとオーサリング モードによって異なります。次に、WF を使用して 3 種類の基本的なワークフロ

ー、カスタム サービス、およびワークフロー マークゕップを作成する際の手法を示します。 

 シーケンシャル ワークフローを設計する場合、Activity クラスを定義するか既存の Activity クラスを

使用し (コードのみおよびコード分離)、カスタム ワークフロー クラスを定義し (コードのみ)、ワーク

フロー コンポーネントと連携するビジネス プロセス コンポーネントを定義します (コードのみ)。 

 ステート マシン ワークフローを設計する場合、プロセスのさまざまな状態を表すために使用する状態

クラスを定義し (コードのみおよびコード分離)、状態変化をトリガーするベントを使用するか既存の
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ベントを使用し (コードのみおよびコード分離)、状態遷移を管理する Activity クラスを定義するか

既存の Activity クラスを使用し (コードのみおよびコード分離)、カスタム ワークフロー クラスを定義

し (コードのみ)、ワークフロー コンポーネントと連携するビジネス プロセス コンポーネントを定義し

ます (コードのみ)。 

 データ ドリブン ワークフローを設計する場合、Activity クラスを定義するか既存の Activity クラスを

使用し (コードのみおよびコード分離)、データ プロバダーと通信する Condition クラスを定義する

か既存の Condition クラスを使用し (コードのみおよびコード分離)、カスタム ワークフロー クラスを

定義し (コードのみ)、ワークフロー コンポーネントと連携するビジネス プロセス コンポーネントを定

義します (コードのみ)。 

 カスタム サービスを設計する場合、サービスと通信する Activity クラスを定義するか既存の Activity 

クラスを使用し、必要な操作をサポートするサービス ンターフェスを定義し、実証済みの慣例を

使用してサービスを設計し、サービスの適切なホスト (IIS、Windows プロセス ゕクテゖブ化サービ

ス (WAS)、または WorkflowServiceHost) を選択します。 

 ワークフロー マークゕップを設計する場合、Visual Studio のデザナー (Visual Studio 2005 では

拡張機能として使用でき、Visual Studio 2008 以降では組み込みの機能です) または SharePoint 

Designer を使用して、SharePoint リストに基づくワークフローを作成できます。また、サード パー

テゖ製のデザナーを使用して、サード パーテゖ製品に関連するマークゕップを使用したり、適切な 

XAML 構文を使用してコードを手作業で記述したりすることもできます。 

 

BizTalk Server 

BizTalk Server では、コード分離オーサリング モードとマークゕップ オーサリング モードのどちらかをサポート

できます。BizTalk Server を使用する場合、BizTalk Server オーケストレーションで使用されるワークフロー コン

ポーネントを設計しなければならないことがあります。ワークフロー コンポーネントには、たとえば、ゕダプター

やコネクターがあります。また、ワークフローで必要なオーケストレーションを提供するサービスの作成、または 

BizTalk Server のワークフローからの要求を処理するビジネス コンポーネントの設計が必要になることもあります。 

カスタム コンポーネントを作成せずに BizTalk Server を使用することもできます (マークゕップ オーサリング モ

ードを使用している場合です)。つまり、単純な操作しか必要ない場合は、BizTalk Server のメッセージ変換機能や

関数定義機能を利用できます。次に、BizTalk Server を使用してワークフローを作成する際の手法を示します。 

 BizTalk Server のワークフロー コンポーネントを設計する場合、適切なンターフェスを実装する

クラスを定義してから、そのクラスを COM に登録します。 
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 BizTalk Server のビジネス コンポーネントを設計する場合、必要な操作をサポートするクラスを定義

します。必要に応じてオーケストレーションによって呼び出されるビジネス コンポーネント内でゕト

ミックなトランザクションを開始できます。また、実証済みの慣例を使用して必要な操作をサポートす

るビジネス レヤーを設計する必要があります。 

 カスタム サービスを設計する場合、サービスと通信できる BizTalk Server のクラスを作成するか既存

のクラスを使用し、必要な操作をサポートするサービス ンターフェスを定義し、実証済みの慣例

を使用してサービスを設計し、サービスに適したホスト (IIS または WAS) を選択します。 

 

図 1 に、このすべてのコンポーネントが連携して BizTalk Server のワークフローをサポートするしくみを示します。 

 

図 13  

連携して BizTalk Server のワークフローをサポートするコンポーネント 

BizTalk Server と ESB の併用 

Microsoft Enterprise Service Bus (ESB) Toolkit は、接続型のサービス指向ゕプリケーションの構築に重点を置い

た機能によって BizTalk Server を拡張します。ESB Toolkit は、メッセージング環境をサポートおよび実装するコ

ンポーネントで構成され、メッセージ ベースのエンタープラズ ゕプリケーションを容易に構築できるようにしま

す。ESB Toolkit には、次のコンポーネントが用意されています。 

 ESB Web Services: このサービス群では、Microsoft ESB Toolkit の主要な機能が提供されます。提

供されるサービスは、次のとおりです。 
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◦ Itinerary on-ramp Web service: 外部のメッセージを受け取り、メッセージを処理するため

に送信します。 

◦ Resolver Web service: 外部のゕプリケーションが Resolver Framework を呼び出して、

Resolver Framework でサポートされる解決メカニズム (ビジネス ルール ポリシー、UDDI 

登録、静的呼び出し、WS-MetadataExchange ンターフェス、メッセージの内容など) 

に基づいて ESB エンドポントを参照できるようにします。 

◦ Transformation Web service: メッセージの内容を変換してビジネス要件を満たす機能を提

供します。変換は、受信メッセージに対して直接、または BizTalk Server の MessageBox 

データベースから取得したメッセージに対して実行されます。 

◦ Exception Handling Web service: 外部ソースの例外メッセージを受け付け、ESB 

Exception Management Framework に公開します。その後、例外プロセッサ パプラン

によって例外メッセージが正常化および追跡されて、ESB Management Portal に公開されま

す。 

◦ UDDI Web service: ゕプリケーションやユーザーが、サービス名、ビジネス プロバダー、

またはビジネス カテゴリに基づいてエンドポントを参照できるようにします。また、ゕプ

リケーションやユーザーが UDDI レポジトリに格納されたビジネス プロバダー、サービス、

およびカテゴリを操作できるようにします。 

◦ BizTalk Operations Web service: BizTalk Server ホスト、オーケストレーション、ゕプリ

ケーション、および状態についての情報を公開します。 

 ESB Management Portal: 例外とエラーの追跡、メッセージの再送信、警告と通知、UDDI 統合、

レポートと分析、構成機能などの機能を提供します。 

 ESB Pipeline Interop Components: BizTalk Server パプランで使用するための Java 

Messaging Service (JMS) と名前空間のコンポーネントが用意されています。 

 Exception Management Framework: BizTalk Server メッセージング サブシステムとオーケスト

レーション サブシステムの両方から例外をキャプチャして、エラー メッセージを生成できます。 

 ESB Resolver and Adapter Provider Framework: エンドポントと変換の要件を動的に解決し

たり、メッセージをルーテゖングしたりするための、プラグ可能で構成可能なゕーキテクチャを実装し

ます。 

 Itinerary Processing: このメカニズムは、複数のサービス呼び出し、またはルーテゖングや変換の

要求を動的に記述、送信、および実行するための手軽な機能を提供します。 
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 ESB サンプル アプリケーション: Microsoft ESB Toolkit の使用方法を説明し、ESB Toolkit で提供さ

れる機能を SOA ゕプリケーションや ESB ゕプリケーションで活用する方法を紹介します。 

 

Windows Workflow Foundation と BizTalk Server の併用 

Windows Workflow Foundation (WF) または BizTalk Server 単独では、実装が必要なワークフローを完全にサポ

ートできない場合が多数考えられます。このような状況に直面した場合、1 つのゕプリケーションで両方のワークフ

ロー ソリューションの適切な機能を利用できることがよくあります。BizTalk Server ルール エンジンと通信するコ

ードのみのオーサリング モードの WF コンポーネントを使用してビジネス ルール ワークフローを実装する場合、

BizTalk Server オーケストレーションから呼び出す必要がある既存の WF ワークフローが存在する場合、BizTalk 

Server オーケストレーションを実行する必要がある SharePoint ワークフローを作成している場合、または WF ワ

ークフローを異種システムやレガシ システムと統合する必要がある場合に、WF と BizTalk Server の併用を検討し

ます。 

関連情報 

ワークフロー テクノロジに関する 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 Workflow Foundation プログラミング入門  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734696.aspx) 

 Microsoft BizTalk ESB Toolkit  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx、英語) 

 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734696.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx
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15 

データ レヤーのコンポーネントの設計 

概要 

データ レヤーのコンポーネントでは、システムの境界内にホストされているデータと、ネットワークに接続して

いる他のシステムで公開されているデータへのゕクセスを提供します。データ レヤーには、システムの境界内に

ホストされているデータにゕクセスする機能を提供するデータ ゕクセス コンポーネントや、その他のバックエンド 

システムで公開されているデータに Web サービスを通じてゕクセスする機能を提供するサービス エージェント コ

ンポーネントなどが含まれます。また、ヘルパー関数やユーテゖリテゖを提供するコンポーネントが含まれることも

あります。 

この章では、データ コンポーネントを設計する基本的な手順を理解するのに役立つ情報を提供します。まず、ゕク

セスするデータに関連する制約を特定します。制約を特定すると、適切なデータ ゕクセス テクノロジを選択するの

に役立ちます。次に、マッピングの方針を選択して、データ ゕクセスの手法を決定します。この時点で、使用する

ビジネス エンテゖテゖとエンテゖテゖの形式も特定します。その後、データ ゕクセス コンポーネントをデータ ソ

ースに接続する方法を決定できます。最後に、データ ソースの例外を管理するためのエラー ハンドル戦略を決定し

ます。 

手順 1 – データ アクセス テクノロジを選択する 

適切なデータ ゕクセス テクノロジを選択する際には、使用するデータの種類と、そのデータをゕプリケーション内

で操作する方法について考慮する必要があります。適切なテクノロジは、シナリオによって異なります。次のガド

ランを使用して、ゕプリケーションのシナリオを使用可能なデータ ゕクセス テクノロジ ソリューションと対応

付けます。 
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 ADO.NET Entity Framework: データ モデルを作成してリレーショナル データベースにマップする

場合、継承を使用して 1 つのクラスを複数のテーブルにマップする場合、Microsoft SQL Server 製品

フゔミリ以外のリレーショナル ストゕにクエリする場合は、ADO.NET Entity Framework (EF) の使

用を検討します。柔軟性のあるスキーマを使用してリレーショナル モデルにマップする必要があるオ

ブジェクト モデルが存在し、オブジェクト モデルからマッピング スキーマを分離する柔軟性が必要な

場合は、EF が適しています。EF を使用する際には、次の機能の使用も検討します。 

◦ LINQ to Entities: 厳密に型指定されたエンテゖテゖにクエリを実行する必要がある場合や、

LINQ 構文を使用してリレーショナル データにクエリを実行する必要がある場合は、LINQ to 

Entities の使用を検討します。 

 ADO.NET Data Services フレームワーク: ADO.NET Data Services は EF をベースに構築されてい

るので、REST ンターフェスを通じてエンテゖテゖ モデルの一部を公開することができます。RIA 

や n テゖゕのリッチ クラゕント ゕプリケーションを開発していて、リソースを中心としたサービス 

ンターフェスを通じてデータにゕクセスする必要がある場合には、ADO.NET Data Services フレ

ームワークの使用を検討します。 

 ADO.NET Core: 低レベルの API を使用して、ゕプリケーションでデータ ゕクセスを完全に制御する

必要がある場合、ADO.NET プロバダーへの既存の投資を活用する必要がある場合、データベースへ

のゕクセスに従来のデータ ゕクセス ロジックを使用する場合は、ADO.NET Core の使用を検討します。

また、他のデータ ゕクセス テクノロジで提供される追加の機能が不要な場合や、ネットワークに接続

されていない状態でのデータ ゕクセス エクスペリエンスをサポートする必要がある場合は、ADO.NET 

Core が適しています。 

 Sync Services for ADO.NET: 不定期に接続するシナリオをサポートする必要があるゕプリケーショ

ンを設計する場合や、データベース間のコラボレーションが必要な場合は、Sync Services for 

ADO.NET の使用を検討します。 

 LINQ to XML: ゕプリケーションで XML データを使用していて、LINQ 構文を使用してクエリを実行

する必要がある場合は、LINQ to XML の使用を検討します。 

 

マクロソフト プラットフォームで使用できるデータ ゕクセス テクノロジの詳細については、付録 C「データ ゕ

クセス テクノロジ」を参照してください。 
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手順 2 – データ ストアからビジネス オブジェクトを取得して格納する方

法を選択する 

データ ソースの要件を特定したら、次はビジネス オブジェクトやビジネス エンテゖテゖをデータ ストゕから読み

込み、データ ストゕに格納する際の方針を選択します。一般的に、オブジェクト指向のデータ モデルとリレーショ

ナル データ ストゕの間にはンピーダンス不整合が存在するので、この 2 つのデータ間の変換は困難な場合があり

ます。この不整合に対処するための手法はいくつかありますが、これらの手法ではデータ型、構造、トランザクショ

ンの技法、データの操作方法などが異なります。最も一般的なのは、オブジェクト/リレーショナル マッピング 

(O/RM) ツールと O/RM フレームワークを使用する手法です。ゕプリケーションで使用するエンテゖテゖの種類は、

エンテゖテゖをデータ ソース構造にマップする方法を決定する主な要因です。次のガドランは、データ ストゕ

からビジネス オブジェクトを取得して格納する方法を選択するのに役立ちます。 

 ドメン エンテゖテゖとデータベース間でデータを変換する O/RM フレームワークの使用を検討しま

す。データベース スキーマを完全に制御できる新しい環境で作業する場合は、O/RM ツールを使用し

て、オブジェクト モデルをサポートするスキーマを生成し、データベースとドメン エンテゖテゖの

間にマッピングを提供できます。既存のデータベース スキーマを使用しなければならない既存の環境

で作業する場合は、O/RM ツールをドメン モデルとリレーショナル モデルの間のマッピングに使用

できます。 

 OO 設計に関連する一般的なパターンは、ドメン モデルです。これは、ドメン内のオブジェクトに

基づくエンテゖテゖのモデリングをベースとした手法です。ドメン駆動設計の技法の詳細については、

第 13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してください。 

 エンテゖテゖを正しくグループ化して、高度なレベルの結合を実現します。場合によっては、ドメン 

モデル内にオブジェクトを追加して、その関連するエンテゖテゖを集計ルートにグループ化しなければ

ならないことがあります。 

 Web ゕプリケーションや Web サービスを使用する場合は、エンテゖテゖをグループ化して、必要な

データのみが含まれるドメン エンテゖテゖを部分的に読み込むオプションを提供します。このオプ

ションにより、メモリ内で初期化されたドメン モデルをユーザーごとに保持することを回避してリ

ソースの使用を最小限に抑えて、ゕプリケーションではより高い負荷を処理できるようになります。 
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手順 3 – データ ソースへの接続方法を決定する 

データ ゕクセス コンポーネントがデータ ソースにマップされるしくみがわかったら、次は、データ ソースに接続

して、ユーザー資格情報を保護して、トランザクションを実行する方法を特定する必要があります。次のセクション

のガドランは、適切な手法を選択するのに役立ちます。 

 接続 

 接続プール 

 トランザクションと同時実行 

 

接続 

データ ソースへの接続は、データ レヤーの重要な部分です。データ レヤーでは、データ ゕクセス ンフラス

トラクチャを使用して、すべてのデータ ソース接続を調整します。接続の管理と作成には、データ レヤーとデー

タ ソースの両方の貴重なリソースを使用します。データ ソースに接続する適切な技法を設計するには、次のガド

ランを使用します。 

 データ ソースへの接続はできるだけ後で開き、できるだけ早く閉じるようにします。このようにする

ことで、リソースがロックされる時間をできる限り短くして、他のプロセスでリソースをもっと自由に

使用できるようになります。不揮発性データがある場合は、オプテゖミステゖック同時実行制御を使用

して、データベース データのロックによるコストを削減します。これにより、データベースの行のロ

ックによるオーバーヘッド (ロック中は接続を開いたままにしておかなければならないことを含む) を

回避できます。 

 できる限り、1 つの接続でトランザクションを実行します。このようにすると、分散トランザクション 

コーデゖネーターのサービスを要求することなく、ADO.NET のトランザクション機能を使用できます。 

 接続プールを使用し、擬似ロード シナリオの実行によって得られた結果に基づいてパフォーマンスを

調整します。データ クエリの接続の分離レベルを調整することを検討します。高いスループットが必

要なゕプリケーションを構築する場合、特殊なデータ操作は、トランザクションの残りの部分よりも低

い分離レベルで実行できます。複数の分離レベルを併用するとデータの一貫性が低下する可能性がある

ので、この方法を使用するかどうかはケース バ ケースで慎重に分析する必要があります。 

 セキュリテゖ上の理由から、接続情報の格納にシステム/ユーザー データ ソース名 (DSN) を使用する

ことは避けます。 
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 データ ソースへの接続が失われたり、タムゕウトしたりした場合に対処するための再試行ロジック

を設計します。 

 可能であれば、データベース サーバーへのラウンド トリップの回数を減らすために、コマンドをバッ

チ処理してからデータベースに対して実行します。 

 

もう 1 つの重要な考慮事項は、データ ソースへのゕクセスに関連するセキュリテゖ要件です。つまり、データ ソー

スでデータ ゕクセス コンポーネントを認証する方法や、認証の要件について考慮する必要があります。データ ソ

ースに接続するための安全な手法を設計するには、次のガドランを使用します。 

 SQL Server 認証ではなく Windows 認証を使用します。Microsoft SQL Server を使用している場合

は、信頼関係のあるサブシステムの認証に Windows 認証を使用することを検討します。 

 SQL Server 認証を使用する場合は、カスタム ゕカウントと強力なパスワードを使用し、データベース 

ロールを使用して SQL Server における各ゕカウントの許可を制限し、接続文字列の格納に使用するフ

ゔルに ACL を追加し、構成フゔルに含まれる接続文字列を暗号化するようにします。 

 データベースで最小限の特権を持つゕカウントを使用して、呼び出し元がデータ レヤーに ID 情報を

送信するように要請して、ゕクセスを監査するようにします。 

 データベースには、ユーザーの検証に使用する (プレーンテキストまたは暗号化された) パスワードを

格納しないようにします。代わりに、salt 値 (ハッシュ関数への入力の 1 つとして使用されるランダム

なビット値) を使用するパスワード ハッシュを格納します。 

 SQL ステートメントを使用してデータ ソースにゕクセスする場合は、信頼境界を理解し、SQL ンジ

ェクション攻撃を防ぐために、文字列の連結ではなく、パラメーター化された手法を使用してクエリを

作成します。 

 ネットワーク経由で SQL Server と送受信する機密データを保護します。Windows 認証では資格情報

は保護されますが、ゕプリケーション データは保護されないことに注意が必要です。IPSec や SSL を

使用して、チャネルのデータを保護します。 

 

接続プール 

接続プールを使用すると、ゕプリケーションでは、プールから接続を再利用したり、適切な接続がない場合には新し

い接続を作成してプールに追加したりできます。ゕプリケーションが接続を終了すると、接続はプールに解放されま

すが、基になる接続は開いたままの状態が維持されます。つまり、ADO.NET では、接続が確立されるたびに、新し

い接続を作成して、データ ソースに対して接続を開く必要はありません。プールにある開かれた接続ではリソース
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が消費されますが、プールされた適切な接続を使用できる場合には、データ ゕクセスの遅延が減少し、ゕプリケー

ションはさらに効率的に実行されます。接続プールに影響する他の問題には、次のようなものがあります。 

 接続プールの有効性を最大限に高めるには、"信頼関係のあるサブシステム" セキュリテゖ モデルの使

用を検討し、偽装をできるだけ避けます。使用する資格情報の数を最小限に抑えることにより、プール

された既存の接続の再利用率を高めて、接続プールのオーバーフローの変化を少なくできます。すべて

の呼び出しで異なる資格情報を使用する場合、ADO.NET では毎回新しい接続を作成する必要がありま

す。 

 長い間開いたままになっている接続は、サーバーのリソースを保持し続けることになります。このよう

な状況が発生する一般的な原因は、(たとえば、接続を明示的に閉じないで、接続が範囲外になるまで

破棄しないことにより) 接続が早く開かれ、遅くまで閉じられないことにあります。 

 接続が開いている間だけ有効な DataReader オブジェクトを使用する場合は、接続が長い間開かれた

ままになる可能性があります。 

 

トランザクションと同時実行 

ゕプリケーションにビジネスクリテゖカルな操作が含まれる場合は、操作をトランザクションにラップすることを検

討します。トランザクションでは、関連する操作を 1 つの atomic 単位としてデータベースで実行して、データベ

ースの整合性を確保できます。トランザクションは、すべての情報と操作の処理が完了して、データベースへの変更

が確定した場合にのみ完了したと見なされます。トランザクションでは、エラーが発生した場合に元に戻す (ロール

バックする) というデータベース操作をサポートしています。これは、データベース内のデータの整合性を維持する

のに役立ちます。次のガダンスは、トランザクションを設計するのに役立ちます。 

 1 つのデータ ソースにゕクセスする場合は、できるだけ接続ベースのトランザクションを使用します。

手動 (明示的な) トランザクションを使用する場合は、ストゕド プロシージャにトランザクションを実

装することを検討します。トランザクションを使用できない場合は、データ ストゕを前の状態に戻す

ための、補正操作を実装します。 

 実行時間の長いゕトミックなトランザクションを使用する場合は、長時間データをロックしたままにし

ないようにします。このようなシナリオでは、補正のためのロックを使用します。トランザクションが

完了するまでに時間がかかる場合は、完了時にクラゕントにコールバックする非同期トランザクショ

ンの使用を検討します。また、大量のトランザクションを使用する同時実行ゕプリケーションでは、複

数のゕクテゖブな結果セットを使用して、潜在的なデッドロックの問題を回避することを検討します。 
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 同時接続ユーザーによるデータの競合が発生する可能性が低い場合 (ユーザーが主にデータを追加した

り別の行を編集したりする場合など) は、データ ゕクセス時にオプテゖミステゖック ロックを使用し

て、適用された最後の更新を有効にすることを検討します。同時接続ユーザーによるデータの競合が発

生する可能性が高い場合 (ユーザーが同じ行を編集する可能性がある場合など) は、データ ゕクセス時

にペシミステゖック ロックを使用して、最新のバージョンのみに更新を適用できるようにすることを

検討します。また、ゕプリケーションで静的データにゕクセスする場合や、スレッドを使用して非同期

操作を実行する場合にも、同時実行の問題について考慮する必要があります。静的データは本質的にス

レッド セーフではないので、あるスレッドでデータを変更すると、同じデータを使用している他のス

レッドに影響を及ぼします。 

 ロックが適用される時間をできる限り短くして、同時実行性を向上するために、トランザクションはで

きるだけ短くします。ただし、1 つの操作を実行するのに複数の呼び出しが必要な場合は、短く単純な

トランザクションによって、chatty な (小さな要求が多い) ンターフェスになる可能性があること

を考慮する必要があります。 

 適切な分離レベルを使用します。データの一貫性と競合との間にはトレードオフが存在します。分離レ

ベルを高くすると、データの一貫性は高まりますが、全体的な同時実行性は低下します。分離レベルを

低くすると、競合が減ることによりパフォーマンスは向上しますが、一貫性は低下します。 

 

一般的に、トランザクションのサポートは、次の 3 種類の中から選択できます。 

 .NET Framework の一部として提供される System.Transactions 名前空間のクラスでは、暗黙およ

び明示的なトランザクション サポートの両方が提供されます。トランザクションのサポートが必要な

新しいゕプリケーションを開発している場合や、複数の永続的でないリソース マネージャーをまたぐ

トランザクションが存在する場合は、System.Transactions 名前空間の使用を検討します。ほとんど

のトランザクションにお勧めの手法は、System.Transactions 名前空間の TransactionScope オブジ

ェクトで提供される暗黙モデルを使用することです。暗黙のトランザクションは手動 (明示的な) トラ

ンザクションほど高速ではありませんが、簡単に作成できます。また、暗黙のトランザクションを使用

すると、柔軟で保守が容易な中間テゖゕ ソリューションを実現できます。トランザクションで暗黙モ

デルを使用しない場合は、System.Transactions 名前空間の Transaction クラスを使用して手動トラ

ンザクションを実装します。 

 ADO.NET トランザクションは、1 つのデータベース接続に基づいたものになります。これは、1 つの

データ ストゕでクラゕントがトランザクションを制御する際の、最も効率的な手法です。既に 

ADO.NET トランザクションを使用しているゕプリケーションを拡張する場合、データベースへのゕク
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セスに ADO.NET プロバダーを使用しており、トランザクションが 1 つのデータベースに限定され

ている場合、または .NET Framework 2.0 がサポートされていない環境にゕプリケーションを展開す

る場合は、ADO.NET トランザクションの使用を検討します。トランザクションで実行する操作の開始、

コミット、およびロールバックには、ADO.NET コマンドを使用します。 

 T-SQL (データベース) トランザクションは、データベースで実行されるコマンドで制御されます。こ

のトランザクションは、トランザクションを全面的にデータベースが管理している、単一のデータ ス

トゕでサーバーによって制御されるトランザクションとして使用すると最も効率的に機能します。トラ

ンザクションで管理する必要があるすべての変更をカプセル化するストゕド プロシージャを開発する

場合や、同じようなストゕド プロシージャを使用する複数のゕプリケーションが存在し、そのストゕ

ド プロシージャ内でトランザクション要件をカプセル化できる場合は、データベース トランザクショ

ンの使用を検討します。 

 

手順 4 – データ ソース エラーのハンドルに関する方針を決定する 

この手順では、データ ソース エラーをハンドルするための全体的な方針を設計します。データ ソースに関連する

すべての例外は、データ ゕクセス レヤーでキャッチする必要があります。データ自体に関する例外、データ ソ

ース ゕクセス エラー、およびタムゕウト エラーは、このレヤーでハンドルし、エラーがゕプリケーションの

応答性や機能に影響を及ぼす場合にのみ他のレヤーに渡す必要があります。次のセクションのガドランは、適

切な手法を選択するのに役立ちます。 

 例外 

 再試行ロジック 

 タムゕウト 

 

例外 

一元化された例外管理の方針を使用することで、一貫した方法で例外をハンドルできるようになります。例外ハンド

ルは横断的関心事なので、レヤー間で共有できる別個のコンポーネントにロジックを実装することを検討します。

信頼境界を越えて伝播する例外、および他のレヤーやテゖゕに伝播する例外には、特に注意する必要があります。

また、ハンドルされていない例外が原因でゕプリケーションで信頼性の問題が発生したり、ゕプリケーションの機密
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情報が公開されたりすることがないように、ハンドルされていない例外を考慮した設計を行います。例外管理の方針

を設計する際には、次の手法が役立ちます。 

 データ ゕクセス レヤーでキャッチおよびハンドルする必要がある例外を特定します。多くのデッド

ロック、接続の問題、およびオプテゖミステゖック同時実行制御のチェックは、データ レヤーで解

決できます。 

 データ ソース エラーやタムゕウトが発生した操作の再試行処理を実装することを検討します (ただ

し、操作を再試行しても問題ない場合に限ります)。 

 適切な例外の伝達に関する方針を設計します。たとえば、例外は、次のレヤーに渡す前に、必要に応

じてログに記録して変換できる境界のレヤーに伝播するようにします。 

 重大なエラーと例外のログ記録および通知に関する適切な方針を設計して、機密情報を開示しないよう

にします。 

 patterns & practices の Enterprise Library などの既存のフレームワークを使用して、一貫した例外

ハンドルと例外管理の方針を実装することを検討します。 

 

再試行ロジック 

サーバーやデータベースがフェールオーバーしたときになどに発生するエラーをハンドルする再試行ロジックを設計

します。再試行ロジックでは、データベースに接続している間や、データベースに対してコマンド (クエリやトラン

ザクション) を実行している間に発生するすべてのエラーをキャッチする必要があります。このようなエラーが発生

する原因は複数あります。エラーが発生した場合、データ コンポーネントでは、すべての既存の接続を閉じて新し

い接続を作成することで接続を再確立し、失敗したコマンドを必要に応じて再実行する必要があります。また、この

プロセスは、一定回数のみ再試行し、それでもエラーになる場合は、エラーの例外を返すようにします。クエリや要

求など、その後のすべての処理の再試行が非同期で実行されるようにして、ゕプリケーションが応答しない状態にな

ることを避けます。 

タイムアウト 

接続タムゕウトとコマンド タムゕウトの適切な値を特定することは非常に重要です。接続タムゕウトやコマ

ンド タムゕウトの値を、クラゕントのタムゕウト (Web ゕプリケーションの場合は、ブラウザーや Web サ

ーバーの要求のタムゕウト) の値よりも高く設定すると、データベース接続が開かれる前にクラゕントの要求が

タムゕウトする可能性があります。また、低い値を設定すると、エラー ハンドラーによって再試行ロジックが呼

び出されます。トランザクションの実行中にタムゕウトが発生した場合、接続プールが有効になっていると接続を
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閉じた後も、データベース リソースがロックされたままになることがあります。このような場合は、接続を閉じる

ときに、接続を破棄してプールに返されないようにする必要があります。接続を破棄すると、トランザクションがロ

ールバックされ、データベース リソースが解放されます。 

手順 5 – サービス エージェントのオブジェクトを設計する (省略可能) 

サービス エージェントは、外部サービスとの通信のセマンテゖクスを管理し、ゕプリケーションからさまざまなサ

ービスを呼び出すという特質を分離して、サービスで公開されているデータの形式とゕプリケーションで必要な形式

との間の基本的なマッピングを行うなどの追加サービスを提供するオブジェクトです。また、キャッシュ、オフラ

ン サポート、または断続的な接続のサポートも実装することがあります。サービス エージェントのオブジェクトを

設計するには、次の手順を実行します。 

1. 適切なツールを使用してサービス参照を追加します。サービス参照を追加すると、プロキシと、サービ

スのデータ コントラクトを表すデータ クラスが生成されます。 

2. ゕプリケーションでサービスをどのように使用するかを決定します。ほとんどのゕプリケーションでは、

サービス エージェントはビジネス レヤーとリモート サービス間の抽象化レヤーとして機能し、デ

ータの形式にかかわらず一貫したンターフェスを提供することが可能です。小規模なゕプリケーシ

ョンでは、プレゼンテーション レヤーからサービス エージェントに直接ゕクセスすることがありま

す。 

 

関連情報 

データ ゕクセスについての一般的なガドランや情報に関する 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。 

 .NET Data Access Architecture Guide  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978510.aspx、英語) 

 Data Patterns  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998446.aspx、英語) 

 データ層コンポーネントの設計と層間のデータの受け渡し  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd297667.aspx) 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978510.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998446.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/dd297667.aspx
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16 

品質特性 

概要 

品質特性は、実行時の動作、システム設計、およびユーザー エクスペリエンスに影響を与える全般的な要素です。

品質特性は、レヤーとテゖゕを横断してゕプリケーション全体に影響を与える可能性のある関心事を表します。こ

の特性の中には、システム設計全体にかかわるものもあれば、実行時の問題、設計時の問題、またはユーザー中心の

問題に固有のものもあります。ゕプリケーションが、求められる品質特性の組み合わせ (ユーザビリテゖ、パフォー

マンス、信頼性、セキュリテゖなど) をどの程度備えているかによって、設計の成否とソフトウェゕ ゕプリケーシ

ョンの全体的な品質がわかります。 

品質特性のいずれかの要件を満たすようにゕプリケーションを設計する際は、他の要件への影響の可能性を考慮し、 

複数の品質特性間のトレードオフを分析する必要があります。各品質特性の重要性や優先度はシステムによって異な

ります。たとえば、単一用途のパッケージ製品として販売されているゕプリケーションでは、相互運用性は、基幹業

務 (LOB) システムほど重要ではありません。 

この章では、ゕプリケーションの設計時に考慮する必要がある品質特性について解説します。この章を最大限に活用

するには、まず、次のセクションの表を使用して、品質特性がシステムとゕプリケーションの品質要因にどのように

対応しているかを理解し、各品質特性の説明を確認します。その後、品質特性ごとに主要なガドランを提示して

いるセクションを使用して、その特性が設計に及ぼす影響を理解し、このような問題に対処するために判断が必要な

事項を特定します。この章ではすべての品質特性を紹介しているわけではなく、ゕーキテクチャに関して適切な検討

を行う出発点となる情報を提供していることに注意してください。 
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一般的な品質特性 

次の表に、この章で紹介する品質特性の概要を示します。この表では、設計品質、実行時の品質、システム品質、お

よびユーザー品質に関連する 4 つの具体的な分野に特性を分類しています。この表は、ゕプリケーション設計にお

ける各品質特性の意味を理解するのに役立ててください。 

カテゴリ 品質特性 説明 

設計品質 概念的整合性 概念的整合性は、設計全体の一貫性と整合性で定義します。この特性

には、コンポーネントやモジュールの設計方法、コーデゖング方法や

変数の命名などの要素が含まれます。 

保守容易性 保守容易性は、システムをある程度簡単に変更できることを表す能力

です。機能の追加や削除、エラーの修正、および新しいビジネス要件

への対応を行うと、このような変更によってコンポーネント、サービ

ス、機能、およびンターフェスに影響が及ぶことがあります。 

再利用性 再利用性とは、コンポーネントとサブシステムが他のゕプリケーショ

ンやシナリオでの使用に対応できることを表す能力です。再利用性に

より、コンポーネントの重複や実装にかかる時間を最小限に抑えられ

ます。 

実行時品質 可用性 可用性は、システムが機能および稼動している時間の割合で定義しま

す。この特性は、事前に定義された期間に対するシステムの総ダウン

タムの割合で評価できます。可用性は、システム エラー、ンフラ

ストラクチャの問題、悪意のある攻撃、およびシステム負荷の影響を

受けます。 

相互運用性 相互運用性は、1 つまたは複数のシステムが、外部で開発され実行さ

れている他の外部システムと通信したり情報をやり取りして、正常に

動作できる能力です。相互運用性のあるシステムを利用すると、社内

と社外のどちらでも情報を簡単にやり取りして再利用できます。 

管理容易性 管理容易性は、システム管理者がどれほど簡単にゕプリケーションを

管理できるかを表す能力です。通常、管理容易性を実現するには、シ
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ステムの監視に使用したりデバッグやパフォーマンス チューニングを

行ったりするために公開される、十分かつ便利なンストルメンテー

ションを使用します。 

パフォーマンス パフォーマンスは、一定期間に任意の処理を実行するシステムの応答

性を表します。パフォーマンスは、待ち時間やスループットに基づい

て評価できます。待ち時間は、任意のベントへの応答にかかる時間

です。スループットは、一定時間内に発生するベント数です。 

信頼性 信頼性は、時間が経過してもシステムを運用し続けられる能力です。

信頼性は、一定の期間内にシステムが目的の機能を実行できない状態

にならない確率で評価されます。 

スケーラビリテゖ スケーラビリテゖは、システムがパフォーマンスに影響を与えずに負

荷の増大に対応できる能力または簡単に拡張できる能力です。 

セキュリテゖ セキュリテゖは、設計した用途を逸脱した悪意のある操作や意図しな

い操作を防いだり、情報の漏えいや損失を防いだりするシステムの能

力です。セキュリテゖで保護されたシステムは、資産を保護し、情報

の不当な変更を阻止することを目的としています。 

システム品質 サポート容易性 サポート容易性は、システムが正常に動作しないときに、問題の特定

と解決に役立つ情報をシステムが提供する能力です。 

テスト容易性 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、条件が満たされているかどうか判断するために

そのテストを実施できるかを示す指標です。テスト容易性が優れてい

ると、システムの問題をタミング良く効果的に分離できます。 

ユーザー品質 ユーザビリテゖ ユーザビリテゖは、ゕプリケーションがユーザーの要求を満たしてい

る程度を表す能力です。ユーザビリテゖの高いゕプリケーションで

は、操作が直感的で、ローカリゼーションとグローバリゼーションが

容易に行え、障害のあるユーザーがゕクセスしやすく、全体的なユー

ザー エクスペリエンスが高くなります。 
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以降のセクションでは、各品質特性について詳しく説明し、特性ごとに、主な論点と判断が必要な事項についてのガ

ダンスを提供します。 

 可用性 

 概念的整合性 

 相互運用性 

 保守容易性 

 管理容易性 

 パフォーマンス 

 信頼性 

 再利用性 

 スケーラビリテゖ 

 セキュリテゖ 

 サポート容易性 

 テスト容易性 

 ユーザー エクスペリエンス/ユーザビリテゖ 

 

可用性 

可用性は、システムが機能および稼動している時間の割合で定義します。この特性は、事前に定義された期間に対す

るシステムの総ダウンタムの割合で評価できます。可用性は、システム エラー、ンフラストラクチャの問題、

悪意のある攻撃、およびシステム負荷の影響を受けます。可用性の主な論点は次のとおりです。 

 データベース サーバー、ゕプリケーション サーバーなどの物理テゖゕで、エラーが発生したり応答し

なくなったりし、システム全体の障害につながることがある。システムの物理テゖゕでフェールオーバー

をサポートする設計を検討します。たとえば、Web サーバーのネットワーク負荷分散機能を使用して、負

荷を分散し、障害が発生しているサーバーに要求が送信されることを回避します。また、RAID メカニズ

ムを使用して、デゖスク エラー発生時のシステム障害を軽減することを検討します。地震や竜巻などの自

然災害に備えて、フェールオーバーする地理的に離れた冗長なサトが必要かどうかも検討します。 

 承認されたユーザーがシステムにゕクセスできなくなるサービス拒否 (DoS) 攻撃によって、システム

が (多くの場合は必要な処理時間や、ネットワーク構成とネットワークの混雑が原因で) 大量の負荷をすぐ

に処理できないと、操作が中断されることがある。DoS 攻撃によるシステムの中断を最小限に抑えるには、
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攻撃にさらされる領域を縮小し、悪意のある動作を認識します。また、ゕプリケーションのンストルメ

ンテーションを使用して意図しない動作を公開し、包括的なデータ検証機能を実装します。Circuit 

Breaker パターンや Bulkhead パターンを使用して、システムの復元性を向上することを検討します。 

 リソースの不適切な使用によって可用性が低下することがある。たとえば、リソースを早く取得したこ

とが原因で長期間リソースが保持されていると、リソース スタベーションが発生し、ユーザーからの新し

い要求を処理できなくなります。 

 ゕプリケーションの問題によって、システム全体に及ぶ障害が発生することがある。適切な例外ハンド

ルを設計して、回復が困難なゕプリケーション エラーを削減します。 

 セキュリテゖ修正プログラム、ユーザー ゕプリケーションのゕップグレードなど、頻繁な更新によっ

て、システムの可用性が低下することがある。実行時のゕップグレードに関する設計方法を検討します。 

 ネットワーク障害によってゕプリケーションが使用できなくなることがある。不安定なネットワーク接

続の処理方法を検討します。たとえば、不定期に接続を確立する機能を備えたクラゕントを設計します。 

 ゕプリケーション内の信頼境界を考慮します。また、サブシステムでなんらかのゕクセス制御やフゔ

ゕウォールの機能、および包括的なデータ検証機能を採用して、復元性と可用性を向上します。 

  

概念的整合性 

概念的整合性は、設計全体の一貫性と整合性で定義します。この特性には、コンポーネントやモジュールの設計方法、

コーデゖング方法や変数の命名などの要素が含まれます。整合性のあるシステムでは、どの要素が全体的な設計に従

っているかわかるので、システムが管理しやすくなります。一方、概念的整合性がないシステムでは、ンターフェ

スの変更、モジュールの頻繁な廃止、およびタスクの実行方法に関する一貫性の欠如による影響を絶えず受けるこ

とになります。概念的整合性の主な論点は次のとおりです。 

 設計にさまざまな関心領域が混在している。関心領域を特定し、論理的なプレゼンテーション レヤ

ー、ビジネス レヤー、データ レヤー、およびサービス レヤーに適宜グループ化することを検討し

ます。 

 開発プロセスに一貫性がないか、開発プロセスが適切に管理されていない。ゕプリケーション ラフ

サクル管理 (ALM) の評価の実施を検討して、十分に試行された開発ツールと手法を使用します。 

 ゕプリケーション ラフサクルにかかわるグループ間で、コラボレーションとコミュニケーション

が行われていない。開発プロセスのワークフロー、コミュニケーション、およびコラボレーションを容易

にするツールを統合した開発プロセスを確立することを検討します。 
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 設計とコーデゖングに関する標準がない。設計とコーデゖングに関する標準に関する公式のガドラ

ンを確立し、コードのレビューを開発プロセスに組み込んで、ガドランへの準拠を確認することを検

討します。 

 既存の (レガシー) システムが原因で、新しいプラットフォームやパラダムへのリフゔクタリングと

移行のどちらもできないことがある。レガシー テクノロジを使用しない移行パスの作成方法、および外部

依存関係からゕプリケーションを切り離す方法を検討します。たとえば、Gateway 設計パターンを実装し

て、レガシー システムと統合します。 

  

相互運用性 

相互運用性は、1 つまたは複数のシステムが、外部で開発され実行されている他の外部システムと通信したり情報を

やり取りして、正常に動作できる能力です。相互運用性のあるシステムを利用すると、社内と社外のどちらでも情報

を簡単にやり取りして再利用できます。通信プロトコル、ンターフェス、およびデータ形式は、相互運用性の主

要な考慮事項です。また、標準化も、相互運用性のあるシステムを設計するうえで考慮すべき重要な側面です。相互

運用性の主な論点は次のとおりです。 

 異なるデータ形式を使用する外部システムやレガシー システムと相互作用している。複数のシステム

を相互運用しながら、個別にシステムを発展したり、置き換えられるようにすることを検討します。たと

えば、ゕダプターを備えたオーケストレーションを使用して、外部システムやレガシー システムに接続し

て、システム間でデータをやり取りする際にデータを変換します。または、正準的なデータ モデルを使用

して、多種多様なデータ形式の操作を制御します。 

 境界があいまいになっているため、あるシステムの成果物が別のシステムに拡散している。 サービス 

ンターフェス、マッピング レヤー、またはその両方を使用して、システムを分離する方法を検討し

ます。たとえば、XML ベースのンターフェスまたは標準的な型を使用するサービスを公開して、他の

システムとの相互運用性をサポートします。まとまりがあり、疎結合されるようにコンポーネントを設計

して、柔軟性を最大限に高めて、置換と再利用性を促進します。 

 標準に準拠していない。作業しているドメンの正式な標準や事実上の標準に留意し、新しい専用の標

準を作成するのではなく、既存の標準を使用することを検討します。 
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保守容易性 

保守容易性は、システムをある程度簡単に変更できることを表す能力です。ゕプリケーションの機能を追加または削

除して、エラーを修正したり、新しいビジネス要件に対応したりすると、このような変更によってコンポーネント、

サービス、機能、およびンターフェスに影響が及ぶことがあります。保守容易性は、エラーが発生したり、ゕッ

プグレードのためにシステムを運用環境から削除した後で、システムを通常の運用状態に復元するのにかかる時間に

も影響します。システムの保守容易性が向上すると、可用性が高まり、実行時の問題による影響が軽減されます。ゕ

プリケーションの保守容易性は、ゕプリケーションの全体的な品質特性によって異なりますが、保守容易性に直接影

響を与える主な論点は多数あります。 

 コンポーネントとレヤーの間に必要以上の依存関係が存在したり、具象クラスと不適切に結合してい

ると、置換、更新、および変更を簡単に実行できなくなる。また、具象クラスへの変更がシステム全体に

影響することがある。システムの UI、ビジネス プロセス、およびデータ ゕクセス機能を明確に区別する、

明確に定義されたレヤー (関心領域) として、システムを設計することを検討します。具象クラスではな

く抽象化 (抽象クラスやンターフェス) を使用して、レヤー間の依存関係を実装し、コンポーネント

とレヤー間の依存関係を最小限に抑えることを検討します。 

 直接的な通信を使用すると、コンポーネントやレヤーの物理的な展開を変更できない。適切な通信モ

デル、通信形式、および通信プロトコルを選択します。ゕップグレードと保守が簡単で、テストする機会

が増えるようプラグ可能なゕーキテクチャを設計することを検討します。そのためには、プラグン モジ

ュールやゕダプターを使用して柔軟性と拡張性を最大限に高められるンターフェスを作成します。 

 認証や承認などの機能のカスタム実装に依存していると、再利用できなくなり、保守の妨げになる。こ

の問題を回避するには、できる限り組み込みのプラットフォーム機能を使用します。 

 コンポーネントとセグメントのロジック コードが結合されていないと、コンポーネントやセグメント

の保守と置換が困難になり、他のコンポーネントへの不要な依存関係が発生する。まとまりがあり、疎結

合されるようにコンポーネントを設計して、柔軟性を最大限に高めて、置換と再利用性を促進します。 

 コード ベースが大規模、管理しにくい、不安定、または複雑すぎる。また、回帰が必要なためにリフ

ゔクタリングに手間がかかる。システムの UI、ビジネス プロセス、およびデータ ゕクセス機能を明確に

区別する、明確に定義されたレヤー (関心領域) として、システムを設計することを検討します。ビジネ

ス プロセスや動的なビジネス ルールへの変更を管理する方法を検討します。ビジネス プロセスが頻繁に

変更される場合は、変更の管理にビジネス ワークフローのエンジンを使用します。ビジネス ルールの値だ

けが変更されることが多い場合は、ビジネス コンポーネントを使用してルールを実装することを検討しま
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す。ビジネス意思決定のルールも変更されることが多い場合は、ビジネス ルール エンジンなどの外部ソー

スを使用します。 

 既存のコードに、自動化された回帰テスト スートがない。システムの構築時に、テストを自動化す

る機能を実装します。テストを自動化することで、システムの機能が検証され、システムのさまざまな部

分の機能や各部分の連携方法についてのドキュメントが作成されます。 

 ドキュメントがないと、使用、管理、および将来のゕップグレードの妨げになることがある。少なくと

も、ゕプリケーションの全体的な構造について説明したドキュメントを用意します。 

  

管理容易性 

管理容易性は、システム管理者がどれほど簡単にゕプリケーションを管理できるかを表す能力です。通常、管理容易

性を実現するには、システムの監視に使用したりデバッグやパフォーマンス チューニングを行ったりするために公

開される、十分かつ便利なンストルメンテーションを使用します。システムの監視に使用したりデバッグやパフォ

ーマンス チューニングを行ったりするための、十分かつ便利なンストルメンテーションを公開して、管理しやす

いゕプリケーションを設計します。管理容易性の主な論点は次のとおりです。 

 正常性の監視、トレース、および診断に関する情報がない。ゕプリケーションのパフォーマンスに影響

を及ぼす可能性がある重大な状態変化を定義する正常性モデルの作成を検討し、このモデルを使用して、

管理ンストルメンテーションの要件を指定します。ベントやパフォーマンス カウンターなど、状態の

変化を検出するンストルメンテーションを実装し、ベント ログ、トレース フゔル、Windows 

Management Instrumentation (WMI) などの標準的なシステムを通じてこのような変更を公開します。

エラーや状態の変化に関する十分な情報を取得してレポートし、正確な監視、デバッグ、および管理を可

能にします。また、管理者が自分の監視している環境でゕプリケーションの管理に使用できる管理パック

の作成を検討します。 

 実行時に構成を変更する柔軟性がない。ンフラストラクチャや展開の変更など、運用環境の要件に基

づいてシステムの動作を変更できるようにする方法を検討します。 

 トラブルシューテゖング ツールがない。トラブルシューテゖングに使用できるシステムの状態スナッ

プショットを作成するコードを含めたり、運用と機能に関する詳細なレポートを生成するカスタム ンス

トルメンテーションを含めたりすることを検討します。要求の詳細、モジュールの出力、他のシステムや

サービスへのモジュールの呼び出しなど、保守やデバッグに役立つ可能性がある情報をログに記録して監

査することを検討します。 

  



| 215  

 

パフォーマンス 

パフォーマンスは、一定期間に任意の処理を実行するシステムの応答性を表します。パフォーマンスは、待ち時間や

スループットに基づいて評価できます。待ち時間は、任意のベントへの応答にかかる時間です。スループットは、

一定時間内に発生するベント数です。ゕプリケーションのパフォーマンスは、そのスケーラビリテゖに直接影響し、

スケーラビリテゖがないとパフォーマンスに影響することがあります。ゕプリケーションのパフォーマンスが向上す

ると、共有リソースで競合が発生する可能性が低下するので、多くの場合スケーラビリテゖが向上します。システム 

パフォーマンスに影響を及ぼす要因には、特定の操作の要求、要求に対するシステムの応答などがあります。パフォ

ーマンスの主な論点は次のとおりです。 

 クラゕントの応答が遅くなり、スループットが低下し、サーバー リソースが過剰に使用される。適

切な方法でゕプリケーションを構築し、十分なリソースがあるシステムに展開します。プロセスやテゖゕ

の境界を越えて通信する必要がある場合は、最少限の呼び出し回数 (できれば 1 回) で特定のタスクを実

行できる粒度の粗いンターフェスの使用を検討します。また、非同期通信の使用を検討します。 

 メモリの使用量が増加すると、パフォーマンスが低下し、過剰なキャッシュ ミス (要求されたデータが

キャッシュで見つからないこと) が発生し、データ ストゕへのゕクセスが増加する。十分かつ適切なキャ

ッシュの方針を設計します。 

 データベース サーバーの処理量が増加すると、スループットが低下する。効果的な種類のトランザク

ション、ロック、スレッド、およびキューの手法を選択します。効率的なクエリを使用して、パフォーマ

ンスへの影響を最小限に抑え、一部のデータだけを表示する場合はすべてのデータを取得しないようにし

ます。効率的なデータベース処理を設計しないと、データベース サーバーで不要な負荷が発生し、パフォ

ーマンスの目標を達成できず、予算内で対応できないことがあります。 

 使用するネットワーク帯域幅が増加すると、応答時間が遅延しクラゕント/サーバー システムの負荷

が増大する。適切なリモート通信メカニズムを使用して、テゖゕの間でパフォーマンスの高い通信を設計

します。境界を越える遷移数の削減を図り、ネットワーク経由で送信されるデータ量を最小限に抑えます。

バッチ処理によりネットワーク経由の呼び出し回数を削減します。 

 

信頼性 

信頼性は、時間が経過しても期待どおりにシステムを運用し続けられる能力です。信頼性は、指定した期間内にシス

テムで障害が発生せず、目的の機能が実行される確率で評価されます。信頼性の主な論点は次のとおりです。 
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 システムがクラッシュしたり、応答しなくなる。エラーを検出して自動的にフェールオーバーを開始す

るか、予備またはバックゕップ システムに負荷をリダレクトする方法を特定します。また、既存のシス

テムに対する要求の失敗が一定数検出されたときに代替システムを使用するコードの実装を検討します。 

 出力に一貫性がない。ベントやパフォーマンス カウンターなど、パフォーマンスの低下や外部シス

テムに送信された要求のエラーを検出するンストルメンテーションを実装し、ベント ログ、トレース 

フゔル、WMI などの標準的なシステムを通じて情報を公開します。他のシステムやサービスへの呼び出

しに関するパフォーマンスと監査情報をログに記録します。 

 システム、ネットワーク、データベースなどが使用できないという外部要因により、システムで障害が

発生する。不安定な外部システム、通信エラー、およびトランザクション エラーのハンドル方法を特定し

ます。システムをオフランにしても保留中のリクエストをキューに格納できる方法を検討します。スト

ゕ ゕンド フォワード システム、またはキャッシュされたメッセージ ベースの通信システムを実装して、

ターゲット システムにゕクセスできないときに要求を保存し、システムがオンランになったらメッセー

ジを再生できるようにします。Windows メッセージ キューまたは BizTalk Server を使用して、信頼でき

る 1 回限りの配信を非同期要求で実行することを検討します。 

  

再利用性 

再利用性は、新しい機能を追加するために、コンポーネントをほとんどまたはまったく変更せずに他のコンポーネン

トやシナリオで使用できることを表す能力です。再利用性により、コンポーネントの重複や実装にかかる時間を最小

限に抑えられます。小規模で再利用可能なコンポーネントを構築して大規模なシステムで使用するには、まず、さま

ざまなコンポーネントに共通の特性を特定する必要があります。再利用性の主な論点は次のとおりです。 

 同じ結果をもたらす別個のコードがさまざまな場所で使用されている。たとえば、複数のコンポーネン

トで類似するロジックが重複していたり、複数のレヤーやサブシステムで類似するロジックが重複して

いる。ゕプリケーションの設計を確認して共通の機能を洗い出し、この機能を再利用可能な別個のコンポ

ーネントに実装します。ゕプリケーションの設計を確認して、検証、ログ記録、認証など、横断的関心事

を洗い出し、これらの機能を別個のコンポーネントとして実装します。 

 わずかに異なるタスクの実装で複数の類似したメソッドが使用されている。パラメーターを使用して 1 

つのメソッドの動作が変化するようにします。 

 複数のシステム間、またはゕプリケーション内の異なるサブシステム間で、別のシステムの機能を共有

したり再利用するのではなく、同じ機能を実装する複数のシステムが使用されている。他のレヤーやシ

ステムで使用できるサービス ンターフェスを通じて、コンポーネント、レヤー、およびサブシステ
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ムの機能を公開することを検討します。さまざまなプラットフォームでゕクセスして認識できる、プラッ

トフォームに依存しないデータ型やデータ構造を使用します。 

  

スケーラビリティ 

スケーラビリテゖは、システムがパフォーマンスに影響を与えずに負荷の増大に対応できる能力または簡単に拡張で

きる能力です。スケーラビリテゖは、垂直方向の拡張 (スケールゕップ) と水平方向の拡張 (スケールゕウト) の 2 

つの方法で向上できます。垂直方向に拡張するには、1 つのシステムに、CPU、メモリ、デゖスクなどのリソースを

追加します。水平方向に拡張するには、ゕプリケーションを実行して負荷を分散しているフゔームに、コンピュータ

ーを追加します。スケーラビリテゖの主な論点は次のとおりです。 

 増加する負荷にゕプリケーションが対応できない。スケーラビリテゖに関するレヤーとテゖゕの設計

方法と、この設計がゕプリケーションとデータベースを必要に応じてスケールゕップまたはスケールゕウ

トする機能に及ぼす影響を検討します。複数の論理レヤーを同じ物理テゖゕに配置して、負荷の分散機

能とフェールオーバー機能を最大限に高めると同時に、必要なサーバー数を削減できます。複数のデータ

ベース サーバーにデータを分配して、スケールゕップの機会を最大限に拡大し、データ サブセットを柔軟

に配置できるようにすることを検討します。サーバー ゕフゖニテゖを軽減するため、ステートフルなコン

ポーネントやサブシステムを使用することは可能な限り避けます。 

 応答の遅延や、処理の完了に時間がかかることがユーザーに影響を及ぼす。トラフゖックと負荷の急激

な増加に対応する方法を検討します。既定のサービスの負荷を超えたり、既存のシステムに対する保留中

の要求が多数検出されたときには、別のシステムを使用するコードの実装を検討します。 

 システムで、過剰な処理をキューに格納して、負荷が低下したときに処理することができない。ストゕ 

ゕンド フォワード システム、またはキャッシュされたメッセージ ベースの通信システムを実装して、タ

ーゲット システムにゕクセスできないときに要求を保存し、システムがオンランになったらメッセージ

を再生できるようにします。 

  

セキュリティ 

セキュリテゖは、設計した用途を逸脱した悪意のある操作や意図しない操作がシステムに影響を及ぼす可能性を減ら

したり、情報の漏えいや損失を防いだりするシステムの能力です。セキュリテゖを強化すると、攻撃が成功してシス

テムの運用に被害が発生する可能性が低くなるので、システムの信頼性が向上します。システムをセキュリテゖで保

護すると、資産が保護され、情報が不当にゕクセスまたは変更されなくなります。システムのセキュリテゖに影響を
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及ぼす要素は、機密性、整合性、および可用性です。システムのセキュリテゖ保護に使用する機能は、認証、暗号化、

監査、およびログ記録です。セキュリテゖの主な論点は次のとおりです。 

 ユーザー ID がスプーフゖングされる。認証と承認を使用して、ユーザー ID のスプーフゖングを防止

します。信頼境界を特定し、信頼境界を越えるユーザーを認証して承認します。 

 SQL ンジェクション、クロスサト スクリプトなどの悪意のある入力によって損害が発生する。制

限、拒否、および削除の原理を使用して、すべての入力の長さ、範囲、形式、および型を検証し、このよ

うな損害から保護します。ユーザーに表示するすべての出力をエンコードします。 

 データが改ざんされる。サトを匿名ユーザー、識別されたユーザー、および認証されたユーザーに分

割し、ゕプリケーションのンストルメンテーションを使用して、監視可能な動作をログに記録して、公

開します。また、セキュリテゖで保護されたトランスポート チャネルを使用し、ネットワーク経由で送信

される機密データを暗号化して署名します。 

 ユーザー操作が否認される。ンストルメンテーションを使用して、ゕプリケーションの重要な動作に

関するすべてのユーザー操作を監査してログに記録します。 

 情報が漏えいしたり機密データが失われる。ゕプリケーションを設計する際には、あらゆる側面におい

て、機密システムやゕプリケーション情報がゕクセスされたり公開されたりしないように考慮します。 

 サービス拒否 (DoS) 攻撃によってサービスが中断する。セッションのタムゕウトを短縮し、DoS 攻

撃を検出して被害を軽減するコードやハードウェゕを実装します。 

  

サポート容易性 

サポート容易性は、システムが正常に動作しないときに、問題の特定と解決に役立つ情報をシステムが提供する能力

です。サポート容易性の主な論点は次のとおりです。 

 診断情報がない。システムの動作とパフォーマンスを監視する方法を検討します。Microsoft System 

Center などのシステム監視ゕプリケーションの使用を検討します。 

 トラブルシューテゖング ツールがない。トラブルシューテゖングに使用できるシステムの状態スナッ

プショットを作成するコードを含めたり、運用と機能に関する詳細なレポートを生成するカスタム ンス

トルメンテーションを含めたりすることを検討します。要求の詳細、モジュールの出力、他のシステムや

サービスへのモジュールの呼び出しなど、保守やデバッグに役立つ可能性がある情報をログに記録して監

査することを検討します。 
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 トレース機能がない。トレースをコードでサポートするための共通コンポーネント (ゕスペクト指向プ

ログラミング (AOP) または Dependency Injection など) を使用します。エラーのトラブルシューテゖン

グを行えるように、Web ゕプリケーションのトレースを有効にします。 

 正常性の監視が行われていない。ゕプリケーションのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がある重大

な状態変化を定義する正常性モデルの作成を検討し、このモデルを使用して、管理ンストルメンテーシ

ョンの要件を指定します。ベントやパフォーマンス カウンターなど、状態の変化を検出するンストル

メンテーションを実装し、ベント ログ、トレース フゔル、Windows Management 

Instrumentation (WMI) などの標準的なシステムを通じてこのような変更を公開します。エラーや状態の

変化に関する十分な情報を取得してレポートし、正確な監視、デバッグ、および管理を可能にします。ま

た、管理者が自分の監視している環境でゕプリケーションの管理に使用できる管理パックの作成を検討し

ます。 

  

テスト容易性 

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。テスト容易性が優れていると、システムの問題

をタミング良く効果的に分離できます。テスト容易性の主な論点は次のとおりです。 

 処理の順列が多い複雑なゕプリケーションが一貫した方法でテストされない。これは、ゕプリケーショ

ン全体が密接に結合するように設計されていると、自動テストやきめ細かいテストを実行できないことに

起因している場合があります。システムをモジュール形式で設計して、テストをサポートします。ンス

トルメンテーションを提供したり、テスト用の探査や、出力をデバッグするメカニズム、および入力を簡

単に指定できる方法を実装したりします。統合性が高く結合性が低いコンポーネントを設計して、システ

ムの他のコンポーネントから分離した状態でコンポーネントをテストできるようにします。 

 テスト計画がない。開発ラフ サクルの早い段階でテストを開始します。テスト中はモック オブジ

ェクトを使用し、単純で構造化されたテスト ソリューションを構築します。 

 手動テストと自動テストの両方に対するテスト カバレッジが適切ではない。ユーザー操作のテストを

自動化する方法、およびテストとコード カバレッジを最大化する方法を検討します。 

 入力と出力に整合性がなく、同じ入力に対する出力が異なり、既知の入力パターンをすべて指定しても、

出力によって出力ドメンが完全に網羅されない。システムの入出力の指定と解釈を容易にして、テスト 

ケースを構築しやすくする方法を検討します。 
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ユーザー エクスペリエンス/ユーザビリティ 

ゕプリケーションのンターフェスは、ユーザーを念頭に置いて設計することで、直感的に使用でき、ローカリゼ

ーションとグローバリゼーションが可能で、障害のあるユーザーがゕクセスしやすく、全体的なユーザー エクスペ

リエンスが優れたものにする必要があります。ユーザー エクスペリエンスとユーザビリテゖの主な論点は次のとお

りです。 

 タスクに必要な操作数が多すぎる (クリックの回数が多すぎる)。使いやすさを重視して、画面と入力の

フロー、およびユーザーの操作のパターンを設計します。 

 多段階のンターフェスで手順のフローが適切ではない。多段階の操作を簡略化するのが適切な場合

は、ワークフローの組み込みを検討します。 

 データ要素とコントロールが適切にグループ化されていない。適切なコントロールの種類 (オプション 

グループ、チェック ボックスなど) を選択し、許容されている UI の設計パターンを使用してコントロー

ルとコンテンツをレゕウトします。 

 ユーザーへのフゖードバック (特にエラーと例外のフゖードバック) が不十分で、ゕプリケーションが

応答しない。Web ページに Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) など、ユーザーの対話性を最大

限に高めるテクノロジと技法を実装し、クラゕント側で入力内容の検証機能を実装することを検討しま

す。バックグラウンド タスク、およびコントロールを配置したり実行時間の長いタスクを実行したりする

タスクに、非同期の技法を使用します。 

  

関連情報 

品質特性の実装と監査に関する 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。 

 Implementing System-Quality Attributes  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb402962.aspx、英語) 

 Software Architecture in the New Economy  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc168642.aspx、英語) 

 Quality-Attribute Auditing: The What, Why, and How  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb508961.aspx、英語). 

 Michael Feathers 著『レガシーコード改善ガド』(翔泳社、2009 年) 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb402962.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc168642.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb508961.aspx
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 Kyle Baley、Donald Belcham 著『Brownfield Application Development in .NET』(Manning 

Publications Co、2008 年) 

 Michael Nygard 著『Release It! 本番用ソフトウェゕ製品の設計とデプロのために』(オーム社、

2009 年) 
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17 

横断的関心事 

概要 

多くのゕプリケーションの設計には、複数のレヤーとテゖゕにまたがる共通機能が含まれます。通常、このような

共通機能では、認証、承認、キャッシュ、通信、例外管理、ログ記録とンストルメンテーション、検証などの操作

をサポートします。このような機能は、ゕプリケーション全体に影響を及ぼすことから、一般に横断的関心事と呼ば

れ、できる限りコード内で 1 か所にまとめる必要があります。たとえば、ログ エントリを生成し、ゕプリケーショ

ン ログに書き込むコードが、複数のレヤーとテゖゕに分散されている場合に、これらの関心事に関する要件が変

更になると (ログの記録先が変更された場合など)、システム全体に分散されている関連コードを更新する必要があ

ります。ログ記録のコードを 1 か所まとめておけば、コードの一部分のみを変更するだけで、動作を変更できます。 

この章では、ゕプリケーションで横断的関心事が果たす役割を理解し、ゕプリケーション内で横断的関心事が使用さ

れる領域を特定するための情報を提供します。また、横断的関心事を設計する際の一般的な問題について説明します。

横断的関心事の機能はいくつかの手法を使用して処理できます。たとえば、patterns & practices の Enterprise 

Library などの一般的なラブラリや、メタデータを使用して横断的関心事のコードをコンパル済みの出力や実行

時中に直接挿入するゕスペクト指向プログラミング (AOP) のメソッドがあります。 

設計に関する一般的な考慮事項 

次のガドランは、横断的関心事を管理する際の重要なポントを理解するうえで役立ちます。 

 各レヤーで必要な機能を検証し、その機能を共通コンポーネント (場合によってはゕプリケーション

の各レヤー固有の要件に基づいて構成する汎用コンポーネント) に抽象化できる状況を検討します。

このようなコンポーネントは、他のゕプリケーションでも再利用できる可能性が高くなります。 
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 ゕプリケーションのコンポーネントとレヤーの物理的な分散状態によっては、複数の物理レヤーに

横断的関心事のコンポーネントをンストールしなければならないことがあります。ただし、その場合

でも、再利用性と開発にかかる時間とコストは削減されるので、メリットを得られます。 

 Dependency Injection パターンを使用して、構成情報に基づいて、横断的関心事のコンポーネントを

ゕプリケーションに挿入することを検討します。このようにすると、ゕプリケーションの再コンパル

や再展開を必要としないで、各セクションで使用する横断的関心事のコンポーネントを容易に変更でき

ます。patterns & practices の Unity Library では、Dependency Injection パターンの包括的なサポ

ートを提供します。その他の一般的な Dependency Injection のラブラリには、StructureMap、

Ninject、Castle Windsor などがあります (詳細については、この章の最後の「関連情報」を参照して

ください)。 

 柔軟に構成して、開発時間を短縮できるサードパーテゖ製のコンポーネント ラブラリを使用するこ

とを検討します。patterns & practices の Enterprise Library がその一例で、このラブラリには、

キャッシュ、例外管理、認証と承認、ログ記録、検証、および暗号化機能を実装するのに役立つゕプリ

ケーション ブロックが含まれています。また、ポリシーの挿入を実装するメカニズムと、依存関係の

挿入のコンテナーを実装する、さまざまな横断的関心事のソリューションを実装しやすくするメカニズ

ムも含まれています。Enterprise Library の詳細については、付録 F「patterns & practices の 

Enterprise Library」を参照してください。Castle Project でも、共通ラブラリが提供されています 

(詳細については、この章の最後の「関連情報」を参照してください)。 

 コードで明示に呼び出すのではなく、ゕスペクト指向プログラミング (AOP) の技法を使用して、横断

的関心事をゕプリケーションに実装することを検討します。patterns & practices の Unity メカニズ

ムと Enterprise Library の Policy Injection Application Block では、この手法がサポートされていま

す。その他の例としては、Castle Windsor や PostSharp があります (詳細については、この章の最後

の「関連情報」を参照してください)。 

 

設計に関する具体的な問題 

これ以降のセクションでは、ゕーキテクチャを開発する際に考慮すべき主な領域について説明し、各領域で一般的に

発生する問題を回避するためのガドランを提供します。 

 認証 
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 承認 

 キャッシュ 

 通信 

 構成管理 

 例外管理 

 ログ記録とンストルメンテーション 

 状態管理 

 検証 

 

認証 

適切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。適切な認証

方針を設計して実装しないと、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。 

 信頼境界を特定して、信頼境界を越えるユーザーと呼び出しを認証します。呼び出しがクラゕントだ

けでなく、サーバーでも認証される必要がある (相互認証) 可能性を考慮します。 

 強力なパスワードまたはパスワード フレーズの使用を強制します。 

 ゕプリケーション内に複数のシステムがあるか、ユーザーが同じ資格情報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、シングル サンオン方針の利用を検討します。 

 プレーンテキストの状態でパスワードをネットワーク経由で送らないようにします。また、データベー

スやデータ ソースにプレーンテキストでパスワードを格納しないようにします。データベースやデー

タ ソースには、パスワードのハッシュを格納します。 

 

認証方針の設計と認証方針を実装する技法の詳細については、この章の最後の「関連情報」を参照してください。 

承認 

適切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。適切な承認

方針を設計して実装しないと、情報漏えい、データの改ざん、および特権の昇格に対して、ゕプリケーションが脆弱

になる可能性があります。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。 

 信頼境界を特定して、信頼境界を越えるユーザーと呼び出し元を承認します。 
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 ID、グループ、または役割に基づいて、呼び出し元を承認することで、リソースを保護します。可能で

あれば、使用する役割の数を制限することで、粒度を最小限に抑えます。 

 ビジネスにおける決定には役割ベースの承認を使用することを検討します。役割ベースの承認は、ユー

ザーをグループ (役割) に分割し、個々のユーザーではなく各役割にゕクセス許可を設定するために使

用します。このような承認を行うと、管理対象が多数のユーザーではなく、それよりも少数の役割にな

るので、管理が容易になります。 

 システムの監査にはリソース ベースの承認を使用することを検討します。リソース ベースの承認では、

リソース自体にゕクセス許可を設定します。たとえば、Windows リソースのゕクセス制御リスト 

(ACL) では、元の呼び出し元の ID に基づいてリソースへのゕクセス権を決定します。WCF でリソー

ス ベースの承認を使用する場合は、クラゕントまたはプレゼンテーション レヤー、WCF サービ

ス レヤー経由で、リソースにゕクセスするビジネス ロジック コードに元の呼び出し元を偽装する必

要があります。 

 ID、役割、許可、権利などの要素の情報の組み合わせに基づく、統合された承認をサポートする必要が

ある場合は、クレーム ベースの承認を使用することを検討します。クレーム ベースの認証を使用する

と、承認と認証のメカニズムから承認の規則を分離しやすくする追加の抽象化のレヤーが提供されま

す。たとえば、証明書またはユーザー名とパスワードの資格情報を使用してユーザーを認証し、そのク

レーム セットをサービスに渡して、リソースへのゕクセスを決定できます。 

 

承認方針の設計、および承認方針の実装技法の詳細については、この章の最後の「関連情報」を参照してください。 

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、キャッシュ方針が適

切に設計されていないと、パフォーマンスと応答性が損なわれる可能性があります。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

実装するときには、キャッシュ データを読み込むタミングと、有効期限が切れたキャッシュ データを削除する方

法とタミングを決める必要があります。クラゕント側での遅延を回避するには、非同期またはバッチ処理を使用

して、よく使用されるデータをキャッシュにあらかじめ読み込みます。キャッシュの方針を設計する際には、次のガ

ドランを考慮します。 

 適切なキャッシュ先を選択します。ゕプリケーションが Web フゔームに配置される場合は、同期する

必要があるローカル キャッシュは使用せず、トランザクション リソース マネージャー (Microsoft® 

SQL Server® など) または分散キャッシュがサポートされる製品 (Danga Interactive の 
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Memcached や Velocity というコード名のマクロソフトのプロジェクトなど) の使用を検討します 

(詳細については、この章の最後の「関連情報」を参照してください)。 

 メモリ内のキャッシュを使用する場合は、すぐに使用できる形式でデータをキャッシュすることを検討

します。たとえば、データベースのデータをそのままキャッシュするのではなく、特定のオブジェクト

を使用します。また、メモリ内キャッシュの実装には、Microsoft Velocity を使用することを検討しま

す。 

 揮発性データはキャッシュしないようにし、機密データは暗号化しない限りキャッシュしないようにし

ます。 

 キャッシュ内のデータは削除されている可能性があるので、キャッシュ内にデータが存在していること

をあてにしないようにします。ソースから項目を再度読み込むなど、キャッシュ エラーを処理するメ

カニズムを実装します。 

 複数のスレッドからキャッシュにゕクセスする場合は、特に注意します。複数のスレッドを使用してい

る場合は、一貫性が保たれるように、キャッシュへのすべてのゕクセスがスレッド セーフになるよう

にします。 

 

キャッシュ方針の設計の詳細については、この章の「キャッシュの設計手順」を参照してください。 

通信 

通信は、複数のレヤーやテゖゕにまたがるコンポーネント間のやり取りに関する領域です。選択するメカニズムは、

ゕプリケーションでサポートする必要がある配置シナリオによって決まります。通信メカニズムを設計する際には、

次のガドランを考慮します。 

 物理境界またはプロセス境界を越える通信ではメッセージ ベースの通信を使用し、プロセス内 (論理境

界しか越えない) 通信ではオブジェクト ベースの通信を使用することを検討します。ラウンド トリッ

プを削減し、物理境界とプロセス境界を越える通信のパフォーマンスを向上するには、通信回数は少な

く、1 回の通信でやり取りされる情報量は多い、粒度の粗い (chunky な) ンターフェスを設計し

ます。ただし、必要に応じて、粒度の細かい (chatty な) ンターフェスを公開してプロセス内呼び

出しで使用できるようにすることと、これらの呼び出しを粒度の粗いフゔサードでラップして、物理境

界やプロセス境界を越えるフゔサードにゕクセスするプロセスで使用できるようにすることを検討しま

す。 

 メッセージが特定の順序で受信される必要がなく、相互に依存していない場合は、処理や UI スレッド

がブロックされないように、非同期通信を使用することを検討します。 
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 Microsoft Message Queuing を使用して、システムまたはネットワークの中断やエラー発生時に後で

配信できるように、メッセージをキューに登録することを検討します。メッセージ キューでは、トラ

ンザクション処理されたメッセージ配信を実行することが可能で、信頼できる 1 回限りの配信がサポ

ートされます。 

 ンターネット通信には HTTP、ントラネット通信には TCP など、適切な転送プロトコルを選択し

ます。適切なメッセージ交換パターン、接続ベースの通信にするかコネクションレス通信にするか、信

頼性の保証レベル (サービス レベル ゕグリーメントなど)、および認証メカニズムを決定する方法を検

討します。 

 暗号化、デジタル証明書、およびチャネル セキュリテゖ機能を使用して、通信中のメッセージと機密

データを確実に保護します。 

 

通信方針の設計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。 

構成管理 

適切な構成管理メカニズムを設計することは、ゕプリケーションのセキュリテゖと柔軟性の両方において重要です。

適切に設計しないと、ゕプリケーションがさまざまな攻撃に対して脆弱になる可能性があり、ゕプリケーションの管

理オーバーヘッドの発生にもつながります。構成管理を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 外部から構成できる必要がある設定を慎重に検討します。各構成設定に実際のビジネス ニーズがある

ことを確認し、その要件を満たすために最小限必要な構成オプションを提供します。外部から構成でき

る設定を必要以上に提供すると、複雑なシステムになり、不適切な構成のためにセキュリテゖ侵害や誤

動作が発生しやすくなる可能性があります。 

 構成情報を一元的に格納して、起動時にダウンロードまたはユーザーに適用するかどうかを決定します 

(たとえば、Active Directory グループ ポリシーを使用して、この動作を実現します)。構成情報への

ゕクセスを制限する方法を検討します。最小特権のプロセスとサービス ゕカウントの使用を検討しま

す。また、構成ストゕに格納する機密情報は暗号化します。 

 構成ゕテムの適用先 (ユーザー、ゕプリケーション設定、または環境設定) に基づいて構成ゕテム

を論理セクションに分類します。このように分類すると、ユーザー グループごとに、または複数の環

境用に異なる設定をサポートする必要がある場合に、構成を分けやすくなります。 

 ゕプリケーションに複数のテゖゕがある場合は、構成ゕテムを論理セクションに分類します。サーバ

ー ゕプリケーションが Web フゔームで実行される場合は、共通の構成と、ゕプリケーションが実行さ
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れるコンピューターに固有の構成を決定します。そのうえで、各セクションに適した構成ストゕを選択

します。 

 構成情報を編集する管理 UI を別個に用意します。 

 

例外管理 

適切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。適切に

設計しないと、ゕプリケーションで発生した問題の診断と解決が非常に困難になります。また、ゕプリケーションが

サービス拒否攻撃 (DoS) に対して脆弱になる可能性もあり、機密情報や重要な情報が漏えいする可能性があります。

例外の生成と処理は負荷の高いプロセスなので、パフォーマンスの問題も考慮して設計することが重要です。適切な

手法は、ゕプリケーションで使用する一元化された例外管理メカニズムを設計することです。また、Microsoft 

System Center などのエンタープラズ レベルの監視システムをサポートできるように、例外管理システム内のゕ

クセスポント (WMI ベントなど) を提供することを検討します。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。 

 例外をラップまたは置換する適切な例外の伝達方針を設計するか、必要に応じてさらに情報を追加しま

す。たとえば、例外の境界レヤーへの伝播を許可し、次のレヤーに渡される前に、必要に応じて境

界レヤーでログ記録や変換が実行されるようにします。エラーとフォールトの根本原因を分析しやす

くするため、異なるレヤーで発生した関連する例外を関連付けられるように、コンテキスト ID を含

めることを検討します。また、ハンドルされていない例外にも対応するような設計にする必要がありま

す。ハンドルできないか、情報を追加する必要がない限り、内部例外はキャッチしないようにします。

また、例外を使用してゕプリケーション フローを制御しないようにします。 

 エラーが発生しても、ゕプリケーションが不安定な状態にならず、例外によってゕプリケーションから

機密情報やプロセスの詳細が漏えいすることがないようにします。適切に回復することを保証できない

場合は、不明 (おそらく不適切) な状態でゕプリケーションを実行し続けるのではなく、ハンドルされ

ていない例外が発生した場合はゕプリケーションが停止できるようにします。 

 重大なエラーと例外についての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

細情報をログに記録し、サポート スタッフがシナリオを再現できるようにします。ただし、例外メッ

セージやログ フゔルで機密情報が開示されないように留意します。 

 

例外管理方針の設計の詳細については、この章の「例外管理の設計手順」を参照してください。 
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ログ記録とインストルメンテーション 

適切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。適切に設計しないと、ユーザーが自身の操作を否定する否認の脅威に対してゕプリケーショ

ンが脆弱になる可能性があり、不正行為を証明するために訴訟においてログ フゔルが必要になる可能性がありま

す。ゕプリケーションの複数のレヤーにまたがる動作を監査してログに記録します。これは、疑わしい動作を検出

し、深刻な攻撃の初期の兆候を捉えるうえで有効です。通常、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。ンス

トルメンテーションは、パフォーマンス カウンターとパフォーマンス ベントを使用して実装することが可能で、

ゕプリケーションの状態、パフォーマンス、および正常性についての情報を管理者に提供します。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。 

 システム クリテゖカルなベントとビジネス クリテゖカルなベントをキャプチャする、一元的なロ

グ記録とンストルメンテーションのメカニズムを設計します。ログ記録とンストルメンテーション

の粒度が細かくなりすぎないようにします。ただし、追加情報を取得してデバッグに役立つように、実

行時に構成できる追加のログ記録とンストルメンテーションを利用することも検討します。 

 安全なログ フゔル管理ポリシーを作成します。ログ フゔルには機密情報を保存しないようにして、

ログ フゔルが不当にゕクセスされないように保護します。ゕプリケーション レヤーをまたいで監

査およびログ記録のデータにゕクセスする方法とデータを渡す方法を検討します。ログ記録エラーは抑

制しながら、適切にハンドルします。 

 ログ シンク (トレース リスナー) を構成できるようにして、配置環境の要件に合わせて実行時に変更で

きるようにすることを検討します。patterns & practices の Enterprise Library などのラブラリは、

ゕプリケーションにログ記録とンストルメンテーションを実装する場合に便利です。その他によく利

用される Dependency Injection のラブラリには、NLog や log4net があります (詳細については、

この章の最後の「関連情報」を参照してください)。 

 

ログ記録とンストルメンテーションの詳細については、この章の「例外管理の設計手順」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

データの維持には、さまざまな形式とストゕを使用できます。状態管理メカニズムの設計は、ゕプリケーションのパ
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フォーマンスに影響を及ぼすことがあります。わずかな状態情報しか維持しない場合でも、パフォーマンスとゕプリ

ケーションのスケーラビリテゖに悪影響を及ぼす可能性があるので、 必要なデータのみを維持し、状態の管理に利

用できるオプションを理解する必要があります。状態管理のメカニズムを設計する際には、次のガドランを考慮

します。 

 状態管理では、できる限り無駄を省き、状態の維持に必要な最小限のデータを保持します。 

 プロセス境界やネットワーク境界をまたいで状態データを維持する必要がある場合は、状態データがシ

リゕル化されるようにします。 

 適切な状態ストゕを選択します。プロセスとメモリ内に状態を保存すると、最高のパフォーマンスを得

られますが、この技法は、プロセスやシステムを再起動した場合に状態を維持する必要がない場合にし

か利用できません。プロセスやシステムの再起動後も、状態が維持されるようにするには、ローカル 

デゖスクまたはローカルの SQL Server で状態を維持します。ゕプリケーションで状態が非常に重要な

場合や、複数のコンピューター間で状態を共有する場合は、SQL Server など集中管理された場所に状

態情報を保存することを検討します。 

 

検証 

効果的な検証メカニズムを設計することは、ゕプリケーションのユーザビリテゖと信頼性の両方において重要です。

適切に設計しないと、ゕプリケーションがデータの不整合やビジネス ルールの違反に対して脆弱になり、ユーザー 

エクスペリエンスが低下します。また、入力が適切に検証されないと、クロス サト スクリプト攻撃、SQL ンジ

ェクション攻撃、バッフゔのオーバーフロー、その他の種類の入力による攻撃などのセキュリテゖの問題に対してゕ

プリケーションが脆弱になる場合があります。残念ながら、有効な入力と悪意のある入力とを区別できる標準的な定

義はありません。また、ゕプリケーションで入力を使用する方法も、脆弱性の悪用に関するリスクに影響します。検

証のメカニズムを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 できる限り、無効な入力の条件を定義するのではなく、受け入れられる入力を具体的に定義した許可一

覧を使用するように検証システムを設計します。後で、禁止一覧の範囲を狭めるよりも、許可一覧の範

囲を広げる方がはるかに簡単です。 

 セキュリテゖ チェックについては、クラゕント側の検証だけに頼らないようにします。クラゕン

ト側の検証は、ユーザーにフゖードバックを返し、ユーザー エクスペリエンスを向上するために使用

します。クラゕント側の検証は容易にバパスできるため、正しくない入力や悪意のある入力のチェ

ックには、必ずサーバー側の検証を使用します。 
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 検証手法を再利用できる場合は、別個のコンポーネントにまとめるか、patterns & practices が提供し

ている Enterprise Library の Validation Block など、サードパーテゖ製のラブラリを使用すること

を検討します。このようにすると、ゕプリケーションのレヤーとテゖゕ全体で一貫性のある検証メカ

ニズムを適用できます。 

 必ずユーザーの入力を制限、拒否、および一部削除します。つまり、すべてのユーザーの入力が悪意の

ある入力だと仮定します。信頼境界を特定し、信頼境界を越えるすべての入力データについて、長さ、

形式、型、および範囲を検証します。 

 

検証方針の設計に関する詳細については、この章の「入力とデータ検証の設計手順」を参照してください。 

キャッシュの設計手順 

キャッシュは、パフォーマンスを最大限に高めるうえで、きわめて重要な役割を果たします。ただし、不適切な技法

を適用するとパフォーマンスが低下する可能性があるため、適切なキャッシュ方針を設計することが重要です。次の

手順は、ゕプリケーションに適切なキャッシュ方針を設計するうえで役立ちます。 

手順 1 – キャッシュするデータを決定する 

ゕプリケーション設計の一環として、キャッシュに適したデータを決定することが重要です。ゕプリケーションの各

レヤーで、キャッシュするデータの一覧を作成します。次の種類のデータをキャッシュすることを検討します。 

 アプリケーション全体に関係するデータ: ゕプリケーションの全ユーザーに適用される、比較的静的な

データをキャッシュすることを検討します。たとえば、製品一覧や製品情報です。 

 比較的静的なデータ: 完全に静的であるか、頻繁に変更されないデータをキャッシュすることを検討し

ます。たとえば、定数、構成やデータベースから読み取られる固定値です。 

 比較的静的な Web ページ: Web ページの出力または頻繁に変更されない Web ページのセクションを

キャッシュすることを検討します。 

 ストアド プロシージャのパラメーターとクエリ結果: 頻繁に使用されるクエリ パラメーターとクエリ

結果をキャッシュすることを検討します。 

 

手順 2 – データのキャッシュ先を決定する 

データのキャッシュ先を決める場合、通常、キャッシュの物理的な場所と論理的な場所の 2 つについて検討します。 
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物理的な場所は、メモリ内、またはフゔルかデータベースを使用したデゖスク上の場所になります。メモリ内キャ

ッシュは、ASP.NET のキャッシュ メカニズム、Enterprise Library の Caching Application Block、または分散メ

モリ内キャッシュ メカニズム (Velocity というコード名のマクロソフトのプロジェクトや Danga Interactive の 

Memcached テクノロジ) を使用して実行できます。メモリ内キャッシュは、データがゕプリケーションで頻繁に使

用される場合、キャッシュされるデータの揮発性が比較的強く、頻繁に再取得する必要がある場合、およびキャッシ

ュされるデータの量が比較的少ない場合に有効な選択肢です。フゔル システム ベースのキャッシュやデータベー

ス キャッシュは、元のストゕからデータを取得するよりも、キャッシュ ストゕのデータにゕクセスした方が効率的

な場合、キャッシュされるデータの揮発性が比較的弱い場合、およびデータを再取得するサービスが常時利用できる

とは限らない場合に有効な選択肢です。デゖスク ベースの手法は、キャッシュするデータの量が比較的多い場合や、

プロセスやコンピューターの再起動後もキャッシュされたデータが維持される必要がある場合にも適しています。 

キャッシュの論理的な場所は、ゕプリケーション ロジック内の場所を表します。処理とネットワーク ラウンド ト

リップを最小限に抑え、ゕプリケーションのパフォーマンスと応答性を最大限に高めるには、データが使用される場

所からできる限り近い場所にデータをキャッシュすることが重要です。キャッシュ データの論理的な場所を決める

際には、次のガドランを考慮します。 

 データがページやユーザー固有のもので、機密情報を含まず、軽量である場合は、クラゕント側にキ

ャッシュすることを検討します。 

 クラゕントによって頻繁に要求される比較的静的なページがある場合や、一定の頻度でページが更新

される場合、または結果が Web サービスから返される場合は、プロキシ サーバーまたは (Web ゕプ

リケーションの) Web サーバーにキャッシュすることを検討します。また、頻繁に変更されない 

HTTP パラメーターに基づいて異なる出力を生成できるページがある場合にも、この手法の使用を検討

します。出力の範囲が狭い場合に、これは特に有効です。 

 比較的静的なページ出力がある場合、少数のユーザーのユーザー設定に関する少量のデータがある場合、

または作成に高い負荷がかかる UI コントロールがある場合は、プレゼンテーション レヤーにデータ

をキャッシュすることを検討します。また、製品一覧や製品情報など、ユーザーに対して表示する必要

があって、作成に高い負荷がかかるデータがある場合も、この手法の使用を検討します。 

 サービス、ビジネス プロセス、またはワークフローの状態を維持する必要がある場合、または比較的

静的なデータがプレゼンテーション レヤーからの要求の処理に必要で、このデータの作成に高い負

荷がかかる場合は、ビジネス レヤーにデータをキャッシュすることを検討します。 

 コレクション内で頻繁に呼び出されるストゕド プロシージャに入力パラメーターがある場合、または

頻繁に実行されるクエリから返される少量の生データがある場合は、データ レヤーにデータをキャ
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ッシュすることを検討します。また、型指定されたデータセットのスキーマも、データ レヤーにキ

ャッシュすることを検討します。 

 結果セットを取得するために膨大なクエリ処理を必要とするデータについては、データベース内の別の

テーブルにキャッシュすることを検討します。これは、パフォーマンスを向上するために、ページング 

メカニズムを実装して表示するデータのセクションを読み取るという、キャッシュするデータの量が膨

大な場合にも適しています。 

 

手順 3 – キャッシュするデータの形式を決定する 

キャッシュする必要があるデータを決定し、データをキャッシュする場所を決めたら、次はキャッシュされたデータ

の形式を決める必要があります。データをキャッシュするときには、目的の用途に最適な形式で保存し、追加または

繰り返しの処理や変換が不要になるようにします。このようなことを考慮してキャッシュされたデータは、メモリ内

キャッシュを使用してデータをキャッシュしなければならない場合、複数のプロセスやコンピューターでキャッシュ

を共有する必要がない場合、キャッシュされたデータを複数のメモリの場所の間で転送する必要がない場合、および 

DataSet、DataTable、Web ページなど生データをキャッシュする必要がない場合に有効です。 

キャッシュされたデータを保存または転送する必要がある場合は、シリゕル化の要件を検討します。キャッシュされ

たデータのシリゕル化は、デゖスク ベースのキャッシュにデータをキャッシュするか、別個のサーバーまたは SQL 

Server データベースにセッション状態を保存する場合に有効です。この手法は、複数のプロセスやコンピューター

でキャッシュを共有する場合、複数のメモリの場所の間でキャッシュを転送する場合、またはカスタム オブジェク

トをキャッシュする場合にも有効です。データのシリゕル化には、XML シリゕラザーまたはバナリ シリゕラ

ザーを使用できます。XML シリゕラザーは、相互運用性が重要な関心事である場合に、有効な選択肢です。パフ

ォーマンスが重要な関心事である場合は、バナリ シリゕラザーの使用を検討します。 

手順 4 – 適切なキャッシュ管理方針を決定する  

適切なキャッシュの有効期限とキャッシュのフラッシュ ポリシーを決定する必要があります。有効期限とフラッシ

ュは、キャッシュ ストゕからキャッシュされたデータを削除することに関係があります。フラッシュでは、使用頻

度の高い項目をキャッシュする領域を空けるために、有効なキャッシュ項目を削除する場合があります。一方、有効

期限では、無効で有効期限が切れた項目を削除します。ただし、すべてのキャッシュ実装で、これらのオプションが

すべて利用できるわけではないため、基盤のキャッシュ システムの機能を確認する必要があります。 
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キャッシュ内のデータと項目の妥当性を維持するため、キャッシュの有効期限に関する方針を設計します。キャッシ

ュの有効期限ポリシーを決める際には、次の情報を参考に時間ベースの有効期限と通知ベースの有効期限の両方につ

いて検討します。 

 時間ベースの有効期限ポリシーでは、キャッシュされたデータは、相対的または絶対的な間隔に基づい

て有効期限切れまたは無効になります。これは、キャッシュ データが揮発性データである場合、キャ

ッシュされたデータが定期的に更新される場合、またはキャッシュされたデータが特定の時間や間隔に

おいてのみ有効である場合に、有効な選択肢です。時間ベースの有効期限ポリシーを使用する場合は、

絶対時間での有効期限ポリシーか相対時間での有効期限ポリシーを選択できます。絶対時間での有効期

限ポリシーでは、キャッシュされたデータの有効期限が切れる時刻を指定して、キャッシュされたデー

タのラフタムを定義できます。一方、相対時間での有効期限ポリシーでは、キャッシュされたデー

タが最後にゕクセスされた時間から有効期限が切れる時間までの間隔を指定して、キャッシュされたデ

ータのラフタムを定義できます。 

 通知ベースの有効期限ポリシーでは、キャッシュされたデータが内部または外部ソースからの通知に基

づいて有効期限切れまたは無効になります。これは、非揮発性のキャッシュ データを扱っている場合、

キャッシュされたデータが一定の間隔で更新されない場合、またはデータが外部または内部のシステム

で変更されない限り有効な場合に、有効な選択肢です。一般的な通知ソースは、デゖスク フゔルの

書き込み、WMI ベント、SQL Server の依存関係の通知、およびビジネス ロジックの操作です。通

知により、依存関係のあるキャッシュ項目が有効期限切れまたは無効にされます。 

 

キャッシュのフラッシュ方針は、記憶域、メモリなどのリソースが効率よく使用されるように設計します。キャッシ

ュのフラッシュ方針を決める際には、次の情報を参考に明示的なフラッシュまたは清掃を選択します。 

 明示的なフラッシュ: 項目がフラッシュして削除するタミングを決める必要があります。これは、破

損したか古いキャッシュ データを削除するシナリオをサポートする必要がある場合、清掃をサポート

しないカスタム ストゕを使用している場合、またはデゖスク ベースのキャッシュを使用している場合

に有効な選択肢です。 

 清掃: 項目を清掃する条件とヒューリステゖックを決める必要があります。これは、システム リソース

が不足してきたときに自動的に清掃を有効にする場合、ほとんど使用されないか重要でない項目をキャ

ッシュから自動的に削除する場合、またはメモリ ベースのキャッシュを使用している場合に、有効な

選択肢です。 

 

一般的に使用される清掃のヒューリステゖックは、次のとおりです。 
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 最近、最も使われていないもの: このゕルゴリズムでは、使用されていない期間が最も長い項目が清掃

されます。 

 最も使われていないもの: このゕルゴリズムでは、読み込まれてからの使用頻度が最も低い項目が清掃

されます。 

 優先度: このゕルゴリズムでは、キャッシュされた項目に優先順位を付けて、キャッシュの清掃時に最

も優先順位が高い項目を維持するようにキャッシュに指示します。 

 

手順 5 – キャッシュ データを読み込む方法を決定する 

適切なキャッシュの読み込み方法を選択することは、ゕプリケーションのパフォーマンスと応答性を最大限に高める

うえで役立ちます。キャッシュにデータを設定する方法を決める際には、ゕプリケーションの起動時やキャッシュの

初期読み込み時に利用する必要があるデータの量と、ゕプリケーションの起動時間とパフォーマンスへの影響を考慮

します。たとえば、ゕプリケーションの起動時にはにキャッシュにデータを事前に読み込むことも、必要になった場

合にのみデータを取得してキャッシュすることもできます。ゕプリケーションの起動時にデータをキャッシュに読み

込むと、ゕプリケーションの応答性は向上しますが、起動時間が長くなります。一方、データの初回ゕクセス時にデ

ータをキャッシュに読み込む場合、ゕプリケーションの起動時間は短くなりますが、初期の応答性は低下します。 

キャッシュへのデータ設定に関する方針を設計する際には、次の情報を参考にプロゕクテゖブ読み込みまたはリゕク

テゖブ読み込みを使用します。 

 ゕプリケーションの起動時に必要なデータをすべて取得し、ゕプリケーションの実行中にデータをキャ

ッシュする場合は、プロゕクテゖブ読み込みを選択します。プロゕクテゖブ読み込みは、キャッシュさ

れたデータが比較的静的であるか、更新頻度、ラフタム、およびサズが把握できている場合に有

効な選択肢です。データのサズがわからない場合、データをすべて読み込むとシステム リソースが

枯渇する可能性があります。また、キャッシュ データのソースが低速なデータベースであるか、デー

タが低速なネットワーク経由または信頼性の低い Web サービスから取得される場合にも有効です。 

 ゕプリケーションから要求されたときにデータを取得し、それ以降の要求で使用できるようにデータを

キャッシュする場合は、リゕクテゖブ読み込みを選択します。リゕクテゖブ読み込みは、キャッシュ 

データの揮発性が比較的高い場合、キャッシュ データのラフタムが不明な場合、キャッシュ デー

タの量が多い場合、およびキャッシュ データのソースの信頼性と応答性が高い場合に有効な選択肢で

す。 
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例外管理の設計手順 

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。次の手順

は、ゕプリケーションに適切な例外管理方針を設計するうえで役立ちます。 

手順 1 – ハンドルする例外を特定する 

ゕプリケーションの例外管理を設計する際には、ハンドルする例外を特定することが重要です。ゕクセス許可がない

システム リソースにゕクセスしたユーザーによって生成された例外、デゖスク、CPU、またはメモリの問題に起因

するシステム エラーなど、システム例外やゕプリケーション例外をハンドルする必要があります。また、ハンドル

するビジネス例外も特定する必要があります。たとえば、ビジネス ルール違反などのゕクションによって発生した

例外が、これに該当します。 

手順 2 – 例外の検出方針を決定する 

ゕプリケーション全体で一貫性して構造化例外処理が使用されるように、設計で規定する必要があります。これによ

り、一貫性がない状態になる可能性が低い、より堅牢なゕプリケーションを作成できます。構造化例外処理では、コ

ード内で発生したエラーを検出し、エラーに適宜対応するために、try、catch、および finally ブロックを使用して

例外を管理する手段を提供します。 

例外の検出について検討する際には、ログに記録する例外の詳細情報を収集する場合、例外に付加情報を追加する場

合、コード ブロック内で使用されたリソースをクリーンゕップする場合、または例外から回復するための操作を再

試行する場合にのみ、例外をキャッチすることが重要です。これらの作業を実行する必要がない場合は、例外をキャ

ッチせずにコール スタック内を伝播できるようにします。 

手順 3 – 例外の伝播方針を決定する 

以下の例外の伝播方針について検討します。ゕプリケーションは、各コンテキストの要件に応じて、これらの方針の

いずれかまたはすべてを組み合わせて使用できます (使用する必要があります)。 

 例外の伝播を許可する: この方針は、ログに記録する例外の詳細情報の収集、例外への関連情報の追加、

使用されたリソースのコード ブロック内でのクリーンゕップ、または例外からの回復操作の再試行が

必要ない場合に有効です。例外がコード スタック内を伝播できるようにします。 
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 例外をキャッチして再スローする: この方針では、例外をキャッチし、その他の処理を実行して、例外

を再度スローします。通常、この手法では、例外情報はそのまま維持されます。この方針は、リソース

をクリーンゕップする必要がある場合、例外情報をログに記録する必要がある場合、またはエラーから

回復を試みる必要がある場合に有効です。 

 例外をキャッチし、ラップし、スローする: この方針では、汎用例外をキャッチし、リソースをクリー

ンゕップするか他の関連処理を実行して、例外に対応します。エラーから回復できない場合は、例外を

呼び出し元との関連性がより高い別の例外でラップし、この新しい例外をスローして、コード スタッ

ク内の上位のコードで処理できるようにします。この方針は、例外の関連性を維持する場合や例外をハ

ンドルするコードに追加情報を提供する場合、またはその両方を行う場合に有効です。 

 例外をキャッチして破棄する: これは推奨される方針ではありませんが、特定のシナリオでは適してい

る場合があります。例外をキャッチして、通常どおりゕプリケーションの実行を続けます。必要に応じ

て、例外をログに記録して、リソースのクリーンゕップを実行できます。この方針は、ログがいっぱい

になったときに生成される例外など、ユーザーの操作に影響しないシステム例外に有効な場合がありま

す。 

 

手順 4 – カスタムの例外方針を決定する 

カスタム例外を設計する必要があるのか、標準の .NET Framework の例外の種類だけで対応できるのかを検討しま

す。例外階層または .NET Framework に適切な例外がある場合は、カスタム例外は使用しません。ただし、条件ロ

ジックを使用しないように、ゕプリケーションが特定の例外を検出して処理する必要がある場合、または特定の要件

に合わせて追加情報を含める必要がある場合は、カスタム例外を使用します。 

カスタム例外クラスを作成する必要がある場合は、クラス名の最後に必ず Exception という単語を付けます。また、

シリゕル化コンストラクターも含め、カスタム例外クラス用の標準のコンストラクターを実装します。これは、標準

の例外メカニズムと統合するうえで重要です。カスタム例外を実装するには、適切でより汎用的な例外から派生させ

て、要件に合うように例外を特殊化します。 

一般に、例外管理方針を設計する場合は、例外階層を作成して、その中でカスタム例外を整理します。これは、問題

をすばやく分析したり追跡するのに役立ちます。カスタム例外では、例外が発生したレヤー、例外が発生した可能

性があるコンポーネント、および発生した例外の種類 (セキュリテゖ、システム、またはビジネス例外) についての

情報を提供する必要があります。 

ゕプリケーションの例外階層は、ゕプリケーション コードのどこからでも参照できる単一のゕセンブリにまとめて

保存することを検討します。このようにすると、一元的な例外クラスの管理と配置が可能になります。また、境界を
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またいで例外をマーシャリングする方法についても検討します。.NET Framework の Exception クラスでは、シリ

ゕル化をサポートしています。カスタムの例外クラスを設計する際は、シリゕル化もサポートするようにします。 

手順 5 – 収集する適切な情報を決定する 

例外のハンドルする際に最も重要になる要素の 1 つは、例外情報を収集するための確かな方針です。キャプチャさ

れる情報は、例外の状態を正確に表している必要があります。また、例外情報を見るユーザーにとって適切で有用な

情報である必要もあります。通常、ユーザーは、エンド ユーザー、ゕプリケーション開発者、およびオペレーター

の 3 つのカテゴリのいずれかに分類されます。シナリオと個々のコンテキストを調べて、対象ユーザーを分析しま

す。 

エンド ユーザーには、意味があり、適切に表現された説明が必要です。エンド ユーザーに提示する例外情報を収集

する場合は、エラーの性質を示すわかりやすいメッセージと、必要に応じてエラーから回復する方法についての情報

を提供することを検討します。ゕプリケーション開発者には、問題の診断に役立つ、より詳細な情報を提供する必要

があります。 

ゕプリケーション開発者に表示する例外情報を収集する場合は、例外が発生した正確な位置と、例外の種類や例外が

発生したときのシステムの状態など、例外についての詳細を必ず提供します。オペレーターには、適切に対応し、必

要な回復手順を実行できるようにする関連情報を提供する必要があります。オペレーターに表示する例外情報を収集

する場合は、通知が必要なユーザーをオペレーターが特定できるようにする例外の詳細とナレッジ、および問題の解

決に必要な情報を提供することを検討します。 

例外情報を受け取るユーザーのカテゴリに関係なく、詳細な例外情報を提供することは有益です。情報はログ フゔ

ルに保存して、後で検証できるように、また例外の発生頻度と詳細を分析できるようにします。既定では、少なく

とも、発生日時、コンピューター名、例外のソースと種類、例外メッセージ、スタックとコール トレース、ゕプリ

ケーション ドメン名、ゕセンブリの名前とバージョン、スレッド ID、およびユーザーの詳細をキャプチャします。 

手順 6 – 例外のログ記録の方針を決定する 

例外情報のログ記録には、さまざまなオプションを利用できます。次の重要な検討事項は、ログ記録のオプションを

選択するうえで役立ちます。 

 ゕプリケーションを 1 台のコンピューターに配置する場合、既存のツールを利用してログを参照する

必要がある場合、または信頼性が最大の関心事である場合は、Windows ベント ログまたは 

Windows Eventing 6.0 を選択します。 
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 ゕプリケーションをフゔームまたはクラスターに配置する場合、一元的にログを記録する必要がある場

合、または例外情報の構造化とログ記録に柔軟性が必要な場合は、SQL Server データベースを選択し

ます。 

 ゕプリケーションを 1 台のコンピューターに配置する場合、ログの形式を自由自在に選択できる必要

がある場合、またはシンプルで簡単にログ ストゕを実装する必要がある場合は、カスタム ログ フゔ

ルを選択します。ログは定期的にトリミングまたは統合して、ログ フゔルのサズを制限し、フゔ

ルが大きくなり過ぎないようにします。 

 信頼性が最大の関心事である場合、ゕプリケーションをフゔームまたはクラスターに配置する場合、ま

たは一元的にログを記録する必要がある場合は、例外メッセージを最終的な宛先に渡す配信メカニズム

としてメッセージ キューを使用します。 

 

どのようなゕプリケーションでも、実際のシナリオと例外ポリシーに基づいて、これらのオプションを組み合わせて

使用できます。たとえば、セキュリテゖ例外はセキュリテゖ ベント ログに記録し、ビジネス例外はデータベース

に記録できます。 

手順 7 – 例外の通知方針を決定する 

例外管理の設計の一環として、通知方針を決定する必要もあります。エンタープラズ ゕプリケーションの場合、

通常は例外管理とログ記録だけでは十分ではありません。管理者とオペレーターが例外を確実に把握できるように、

補完機能として通知を利用することを検討します。通知には、WMI ベント、SMTP 電子メール、SMS テキスト 

メッセージ、その他のカスタムの通知システムなどのテクノロジを使用できます。 

ログ監視システムや、ログ データのエラー状態を検出し、適切な通知を生成するサードパーテゖの環境など、外部

の通知メカニズムを使用することを検討します。これは、ゕプリケーション コードから監視と通知システムを切り

離して、ゕプリケーションにログ記録用のコードのみを実装する場合に有効な選択肢です。または、外部の監視シス

テムを利用せずに直ちに通知を生成する場合は、ゕプリケーションにカスタム通知メカニズムを追加することを検討

します。 

手順 8 – ハンドルされていない例外の処理方法を決定する 

例外が最後のポントや境界までハンドルされず、制御がユーザーに返されるまで例外から回復する手段がない場合、

このハンドルされていない例外はゕプリケーションで処理する必要があります。ハンドルされていない例外について

は、必要な情報を収集して、ログ フゔルまたは監査フゔルに書き込み、例外に必要な通知を送信し、必要なク

リーンゕップを実行して、最終的にエラー情報をユーザーに伝達します。 



| 240  

 

例外の詳細情報をすべて公開することは避け、 ユーザーにはわかりやすい汎用的なエラー メッセージを提供します。

Web サービスなど、ユーザー ンターフェスがないクラゕントの場合は、詳細な例外の代わりに汎用例外をス

ローすることをお勧めします。汎用例外をスローすることで、エンド ユーザーにシステムの詳細情報が公開される

ことを回避できます。 

patterns & practices の Exception Handling Application Block と patterns & practices の Logging 

Application Block を使用して、一貫性のある例外管理、ログ記録、および通知の方針をゕプリケーションに実装す

ることを検討します。Exception Handling Application Block では、さまざまな例外ハンドル オプションをサポー

トしています。また、Logging Application Block では、ログ メッセージを受信して形式を整え、さまざまなログ

やその他の宛先に、ログメッセージと通知を送信できます。詳細については、付録 F「patterns & practices の 

Enterprise Library」を参照してください。 

入力とデータ検証の設計手順 

次の手順は、ゕプリケーションに適切な検証方針を設計するうえで役立ちます。ゕプリケーションの入力とデータ検

証を設計する際には、まず、データを検証する必要がある主要なシナリオと信頼境界を特定する必要があります。次

に、検証するデータとデータを検証する場所を特定します。また、再利用可能な検証方針を実装する方法も決定する

必要があります。最後に、ゕプリケーションに適した検証方針を決定します。 

手順 1 – 信頼境界を特定する  

信頼境界は、信頼できるデータと信頼できないデータの区分けを定義します。信頼境界の一方の側にあるデータは信

頼できますが、もう一方の側にあるデータは信頼できません。まず、信頼境界を越えるデータを特定し、検証が必要

なものを決定します。クロスサト スクリプトやコード ンジェクションなど、セキュリテゖの脅威の対策として、

すべての信頼境界で入力検証とデータ検証を実施することを検討します。信頼境界の例には、境界フゔゕウォール、

Web サーバーとデータベース サーバーの境界、ゕプリケーションとサードパーテゖ製のサービス間の境界などがあ

ります。 

ゕプリケーションが通信するシステムとサブシステム、およびサーバー上にあるフゔルへの書き込み、データベー

ス サーバーへの呼び出し、または Web サービスの呼び出し時に境界を越える外部システムを特定します。クラ

ゕント入力からのデータと、共有データベースなどの信頼されないソースからのデータを書き込む信頼境界のエント

リ ポントと終了ポントを特定します。 
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手順 2 – 主要なシナリオを特定する 

ゕプリケーション内の信頼境界を特定したら、データの検証が必要になる主要なシナリオを定義する必要があります。

ユーザーが入力したデータはすべて、検証されるまでは悪意があるものと見なす必要があります。たとえば、Web 

ゕプリケーションの場合、プレゼンテーション レヤーのデータで検証が必要なものには、フォーム フゖールド、

クエリ文字列、および非表示フゖールドの値、GET および POST 要求で送信されるパラメーター、ゕップロードさ

れるデータ (悪意のあるユーザーが HTTP 要求を傍受して内容を変更する可能性があるため)、Cookie (クラゕン

ト コンピューター上にあり、変更される可能性があるため) があります。 

ビジネス レヤーでは、ビジネス ルールを使用してデータに制約を適用します。このようなルールに違反した場合

は検証エラーと見なし、ビジネス レヤーから、違反があったことを示すエラーを生成します。ルール エンジンや

ワークフローを使用する場合は、各ルールに必要な情報と先行ルールの検証結果に基づいて、各ルールの結果を検証

します。 

手順 3 – 検証する場所を決定する 

この手順では、検証を実行する場所、つまりクラゕントのみで検証を実行するか、サーバーとクラゕントの両方

で検証を実行するかを決定します。ただし、クラゕント側の検証だけに頼らないようにする必要があります。クラ

ゕント側の検証を使用してより対話的な UI を提供しますが、信頼境界内で安全にデータを検証できるように、必

ずサーバー側の検証も実装します。クラゕント側でデータとビジネス ルールを検証することで、サーバーへのラ

ウンド トリップ数が削減され、ユーザー エクスペリエンスが向上します。Web ゕプリケーションの場合は、クラ

ゕント ブラウザーで DHTML と JavaScript がサポートされるようにします。理想的には別個の .js フゔルを

実装して、再利用できるようにしたり、ブラウザーがこのフゔルをキャッシュできるようにします。Web ゕプリ

ケーションの場合、最も簡単な手法は、ASP.NET の検証コントロールを使用する方法です。これは、クラゕント

側でデータを検証することが可能で、サーバー側でも自動的に検証を行う一連のサーバー コントロールです。 

Web ゕプリケーションの場合、サーバー側のデータとビジネス ルールの検証は、ASP.NET の検証コントロールを

使用して実装できます。また、Web ゕプリケーションでもその他の種類のゕプリケーションでも、patterns & 

practices の Validation Application Block を使用して、複数のレヤーをまたいで再利用できる検証ロジックを作

成することを検討します。Validation Application Block は、Windows フォーム、ASP.NET、および WPF ゕプリ

ケーションで使用できます。Validation Application Block の詳細については、付録 F「patterns & practices の 

Enterprise Library」を参照してください。 
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手順 4 – 検証方針を特定する 

一般的なデータ検証方針は次のとおりです。 

 既知の適切な値の受け入れ (許可リスト、肯定的検証): 一致条件を満たすデータのみを受け入れ、他の

すべての値を拒否します。これは最も安全な手法なので、可能な限りこの方針を使用します。 

 既知の不適切な値の拒否 (禁止リスト、否定的検証): 特定の条件 (特定の文字が含まれていないなど) 

に合わないデータを許可します。既知の無効な入力を網羅する完全な条件の一覧を作成することは非常

に難しいため、この方針は補佐的な対策として、注意して使用します。 

 一部削除: 入力を安全なデータにするため、文字を削除または変換します。既知の不適切な値の拒否 

(否定的検証) の手法と同様に、既知の無効な入力を網羅する完全な条件の一覧を作成することは非常に

難しいため、この方針は補佐的な対策として、注意して使用します。 

 

関連する設計パターン 

横断的関心事に関連する主要なパターンは、次の表に示すカテゴリに分類できます。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。 

通信 Intercepting Filter: Web ページの要求中に、一般的なプリプロセスとポス

トプロセス タスクを実装する、一連の組み合わせ可能なフゖルター (個別の

モジュール) です。 

Pipes and Filters: メッセージがパプを通過する際に、メッセージを変更

または検証できるパプとフゖルター経由でメッセージをルーテゖングしま

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。 
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Page Cache、Intercepting Filter、および Service Interface 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。 

Pipes and Filters パターンの詳細については、「Integration Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978729.aspx、英語) を参照してください。 

 

patterns & practices のソリューションの資産 

マクロソフトの patterns & practices グループが提供している関連サービスの詳細については、次のリソースを

参照してください。 

 Enterprise Library: キャッシュ、例外管理、検証、ログ記録、暗号化、資格情報管理など、一般的

なタスクを簡略化し、Inversion of Control や Dependency Injection などの設計パターンの実装を

支援する一連のゕプリケーション ブロックを提供します。詳細については、「Microsoft Enterprise 

Library」(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx、英語) を参照してください。 

 Unity Application Block: 疎結合ゕプリケーションの構築に役立つ、軽量で拡張可能な依存性注入

（DI）コンテナーです。詳細については、「Unity Application Block」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc468366.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。 

認証と承認の詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 Authorization  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc949059.aspx、英語) 

 WCF ベースのサービスでの承認  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc948343.aspx) 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998469.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998469.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc468366.aspx
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc949059.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc948343.aspx
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 Designing Application-Managed Authorization  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms954586.aspx、英語) 

 Enterprise Authorization Strategy  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb417064.aspx、英語) 

 Choosing the Right Presentation Layer Architecture (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa480039.aspx、英語) 

 Patterns & Practices のガダンス: セキュリテゖ  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms954624.aspx) 

 Trusted Subsystem Design  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa905320.aspx、英語) 

 

この章で説明した他のトピックの詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 Caching Architecture Guide for .NET Framework Applications (http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978498.aspx、英語) 

 実践的なパターン: 凝集度と結合度  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc947917.aspx) 

 Joe Duffy 著『Concurrent Programming on Windows』(Addison-Wesley、2009 年) 

 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) 

 Exception Management Architecture Guide  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817665.aspx、英語) 

 Integration Patterns  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx、英語) 

 マクロソフト プロジェクト コード名 Velocity  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/data/cc655792.aspx、英語) 

横断的関心事の管理に役立つ、よく使用されるサードパーテゖ製のラブラリとフレームワークのいくつかについて

は、以下のリソースを参照してください。 

 Castle Project (http://www.castleproject.org/index.html、英語) 

 Ninject (http://ninject.org/、英語) 

 PostSharp (http://www.postsharp.org/、英語) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms954586.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb417064.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480039.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480039.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms954624.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa905320.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978498.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978498.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/magazine/cc947917.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998469.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817665.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/cc655792.aspx
http://www.castleproject.org/index.html
http://ninject.org/
http://www.postsharp.org/
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 StructureMap (http://japanese.osstrans.net/software/structuremap.html) 

 memcached (http://www.danga.com/memcached/、英語) 

 NLog (http://www.nlog-project.org/、英語) 

 log4net (http://logging.apache.org/log4net/、英語) 

 

 

 

http://japanese.osstrans.net/software/structuremap.html
http://www.danga.com/memcached/
http://www.nlog-project.org/
http://logging.apache.org/log4net/
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18 

通信とメッセージ 

概要 

ゕプリケーションの各部分の通信ンフラストラクチャを設計する方法は、ゕプリケーション (特に分散ゕプリケー

ション) の設計に影響する主な要素の 1 つです。たとえば、コンポーネントは相互に通信し、ユーザーによる入力

をビジネス レヤーに送信してから、データ レヤーを通じてデータ ストゕを更新する必要があります。コンポ

ーネントが同じ物理テゖゕに配置されると、多くの場合、コンポーネント間の直接的な通信をあてにできます。ただ

し、多くのシナリオで行われるように、コンポーネントとレヤーを物理的に別のサーバーとクラゕント コンピ

ューターに配置する場合、このようなレヤーのコンポーネント間で、効率的かつ正確に通信する方法を検討する必

要があります。 

一般的には、直接的な通信 (コンポーネント間でメソッドを呼び出すなど) かメッセージ ベースの通信のどちらかを

使用します。メッセージ ベースの通信では、コンポーネントを分離できるなど、多くのメリットがあります。コン

ポーネントを分離すると、保守容易性が向上するだけでなく、柔軟性も提供されるので、後から展開の戦略を簡単に

変更できるようになります。ただし、メッセージ ベースの通信では、パフォーマンス、信頼性、セキュリテゖなど、

考慮しなければならない問題もあります。 

この章では、適切な通信手法を選択し、選択した手法で最高の結果を得るための方法を理解して、発生する可能性が

あるセキュリテゖと信頼性に関する問題の予測に役立つ設計ガドランを示します。ただし、この章の大部分では、

適切なメッセージ ベースの通信メカニズムの設計と、非同期通信および同期通信、データ形式、パフォーマンス、

セキュリテゖ、相互運用性、および実装テクノロジの選択に関するガドランに重点を置いて説明します。 
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一般的な設計ガイドライン 

ゕプリケーションの通信方針を設計する際には、レヤー間およびテゖゕ間の通信によるパフォーマンスへの影響を

考慮します。論理上または物理上の境界を越える通信によって処理のオーバーヘッドが増加するので、ラウンド ト

リップの回数を減らし、ネットワーク経由で送信されるデータの量を最小限に抑える効率的な通信を設計します。通

信方針を決定する際には、次のガドランを考慮します。 

 境界を越える場合は通信方針を考慮する: 各境界について理解し、これらの境界が通信のパフォーマン

スにどのように影響するかを理解します。たとえば、コンピューターのプロセス、コンピューター、マ

ネージ コードからゕンマネージ コードの呼び出しはすべて、ゕプリケーションのコンポーネントや、

外部サービスおよび外部ゕプリケーションと通信する際に越える可能性がある境界です。 

 プロセス境界を越える場合はメッセージ ベースの通信の使用を検討する: Windows Communication 

Foundation (WCF) を TCP または名前付きパプ プロトコルと使用して、パフォーマンスを最大限に

高めます。 

 物理的な境界を越える場合はメッセージ ベースの通信の使用を検討する: 物理的な境界を越えてリモー

ト コンピューターと通信する場合は、WCF の使用を検討します。信頼できる 1 回限りのメッセージの

配信には、Microsoft Message Queuing の使用を検討します。 

 リモート レイヤーにアクセスする場合はパフォーマンスと応答性を最大限に高める: リモート レヤ

ーと通信する場合は、粒度の粗いメッセージ ベースの通信方法を使用することで通信要件を減らし、

できる限り非同期通信を使用して UI のブロックやフリーズを回避します。 

 境界を越えるデータ形式のシリアル化を考慮する: 他のシステムとの相互運用性を確保する必要がある

場合は、XML シリゕル化の使用を検討します。XML シリゕル化では、オーバーヘッドが増加する点に

留意する必要があります。パフォーマンスが重要な場合は、バナリ シリゕル化の使用を検討します 

(バナリ シリゕル化は XML シリゕル化よりも高速で、シリゕル化されたデータのサズが XML よ

りも小さくなります)。 

 通信中にメッセージや機密データを保護する: 暗号化、デジタル証明書、およびチャネル セキュリテゖ

機能を使用することを検討します。 

 べき等性と交換性を強化するメカニズムを実装する: ゕプリケーション コードで、複数回到着するメッ

セージ (べき等性) と、バラバラの順序で到着する複数のメッセージ (交換性) を検出して管理できるよ

うにします。 
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メッセージ ベースの通信のガイドライン 

メッセージ ベースの通信では、クラゕントが XML ベースのメッセージをトランスポート チャネル経由で渡すこ

とによって呼び出されるサービス ンターフェスを定義することにより、呼び出し元にサービスを公開できます。

通常、メッセージ ベースの呼び出しは、リモート クラゕントから実行されますが、メッセージ ベースのサービ

ス ンターフェスでは、ローカルの呼び出し元も同じようにサポートできます。メッセージ ベースの通信は、次

のシナリオに適しています。 

 中長期的な投資が必要なビジネス システムを実装する場合 (たとえば、長期にわたってパートナーに公

開され、パートナーが使用するサービスを構築する場合)。 

 高可用性を提供する必要があるか、信頼されないネットワーク経由で操作する必要がある大規模なシス

テムを実装する場合。この場合は、メッセージのストゕ ゕンド フォワードのメカニズムによって信頼

性を向上できます。 

 構築しているサービスで使用する他のサービスから当該サービスを分離したり、当該サービスを使用す

る他のサービスから当該サービスを分離する必要がある場合。ンターフェスの詳細をクラゕント

に通知するメッセージ ベースのサービス ンターフェスを使用すると、個々のクラゕントで具体

的な実装を必要とすることなく、すべてのクラゕントがサービスを簡単に使用できます。 

 非同期モデルを使用する実際のビジネス プロセスを使用する場合。 

 

メッセージ ベースの通信を使用する際には、次のガドランを考慮します。 

 接続は必ず使用できるとは限らず、メッセージを格納してから、接続が使用できるようになったときに

送信しなければならない場合があるので注意が必要です。 

 メッセージに応答がない場合の対処方法を考慮します。通信の状態を管理するには、応答メッセージが

ない場合に後で処理できるように、ビジネス ロジックで送信メッセージをログに記録できます。 

 受信確認を使用して、強制的にメッセージが正しい順序になるように考慮します。 

 ンターネット通信には HTTP、ントラネット通信には TCP など、標準的なプロトコルを使用しま

す。ニーズを満たすエンドポント、プロトコル、および形式の既定の組み合わせが存在しない限り、

カスタムの通信チャネルは実装しないようにします。 

 通信でメッセージ応答のタミングが重要な場合は、応答メッセージが到着までクラゕントが待機す

る非同期のプログラミング モデルの使用を検討します。また、クラゕントが応答を待機しながら処

理を継続して実行できる場合は、非同期モデルの使用を検討します。 
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メッセージ ベースの通信方針を設計する際には、安定性、再利用性、パフォーマンス、および設計の全体的な完成

度に影響するトピックについても考慮する必要があります。次のセクションでは、これらの問題について詳しく説明

します。 

 非同期通信と同期通信 

 結合度と凝集性 

 データ形式 

 相互運用性 

 パフォーマンス 

 状態管理 

 

非同期通信と同期通信 

同期通信と非同期通信を使用した場合の主要なトレードオフについて考慮します。同期通信は、呼び出しを受け取る

順序を保証する必要があるシナリオや、呼び出しが返されるまで待機しなければならないシナリオに最適です。一方、

非同期通信は、応答性が重要なシナリオや、呼び出し先が使用できるかどうかを保証できないシナリオに最適です。

同期通信と非同期通信のどちらを使用するかを決める際には、次のガドランを考慮します。 

 パフォーマンスを最大限に高め、疎結合を実現し、システムのオーバーヘッドを最小限に抑えるには、

非同期通信モデルの使用を検討します。一部のクラゕントが同期呼び出ししか実行できない場合は、

既存の非同期のサービス メソッドを、クラゕントとの同期通信を実行するコンポーネントにラップ

することを検討します。 

 処理の実行順序を保証する必要がある場合や、以前の処理の結果に依存する操作を使用する場合は、非

同期モデルの使用を検討します。 

 非同期のンプロセス呼び出しでは、プラットフォーム機能 (Begin や End のようなメソッドとコー

ルバックなど) を使用して非同期のメソッド呼び出しを実装します。非同期のゕウト プロセスの呼び出

し (物理的なテゖゕと境界をまたぐ呼び出しなど) では、メッセージングや非同期のサービス要求を使

用することを検討します。 

 

非同期通信を選択したときに、ネットワーク接続や呼び出し先の可用性を保証できない場合は、ストゕ ゕンド フォ

ワードのメッセージ配信メカニズムを使用して、メッセージが紛失しないようにすることを考慮します。ストゕ ゕ

ンド フォワードの設計方針を選択する場合は、システムやネットワークへの接続が切断した場合にメッセージを後
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で配信できるように、ローカル キャッシュを使用してメッセージを格納することを検討します。また、システムや

ネットワークへの接続が切断されたり、システムやネットワークで障害が発生した場合にメッセージを後で配信でき

るように、メッセージ キューを使用してメッセージをキューに登録することを検討します。メッセージ キューでは、

トランザクション メッセージを配信することが可能で、信頼できる 1 回限りの配信をサポートします。エンタープ

ラズ レベルで他のシステムやプラットフォームと相互運用する必要がある場合や、電子データ交換を実行する必

要がある場合は、BizTalk Server を使用して堅牢な配信メカニズムを提供することを検討します。 

 

結合度と凝集性 

ゕプリケーションの分散パーツ間に相互依存性をもたらす通信方法では、ゕプリケーションが密結合された状態にな

ります。疎結合されたゕプリケーションでは、通信を開始するために必要な要件を最小限に抑える方法を使用します。

結合度と凝集性を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 疎結合では、ASP.NET Web サービス (ASMX) や WCF などのメッセージ ベースのテクノロジ、また

は自己記述型のデータと HTTP、REST、SOAP などの広く普及しているプロトコルの使用を検討しま

す。 

 結合を維持するには、ンターフェスに、目的と機能分野に密接に関連したメソッドのみが含まれる

ようにします。 

 

データ形式 

テゖゕ間でデータを渡す際に使用する最も一般的なデータ形式は、スカラ値、XML、DataSet、およびカスタム オ

ブジェクトです。データ型を選択する際の主な考慮事項を次の表に示します。 

データ型 考慮事項 

スカラ値 組み込みのシリゕル化のサポートが必要です。 

スキーマが変更される可能性に対処できます。スカラ値は、メソッド シグネチャの変更を必

要とする密結合を作成するので、呼び出し元のコードに影響を及ぼします。 

XML 疎結合を使用する必要があります。疎結合では、呼び出し元が把握している必要がある情報

は、ビジネス エンテゖテゖを定義するデータと、ビジネス エンテゖテゖのメタデータを提供

するスキーマについてのみです。 

サード パーテゖ製のクラゕントを含む、さまざまな種類の呼び出し元をサポートする必要

があります。 
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組み込みのシリゕル化のサポートが必要です。 

DataSet 複雑なデータ構造をサポートする必要があります。 

一連のデータと複雑なリレーションシップに対処する必要があります。 

DataSet に含まれるデータへの変更をトラックする必要があります。 

組み込みのシリゕル化のサポートが必要です。 

カスタム  

オブジェクト 

複雑なデータ構造をサポートする必要があります。 

オブジェクト型を認識するコンポーネントと通信します。 

バナリ シリゕル化をサポートして、パフォーマンスを向上する必要があります。 

 

通信チャネルのデータ形式を選択する際には、次のガドランを考慮します。 

 ゕプリケーションで主にンスタンス データを操作する場合は、単純な値を使用してパフォーマンス

を向上することを考慮します。単純な値の型を使用すると、初期の開発コストを削減できます。ただし、

密結合が作成されるので、今後この型を変更しなければならない場合に、保守にかかるコストが増加す

る可能性があります。 

 XML では、事前のスキーマ定義が他のデータ形式よりも多く必要になる場合がありますが、疎結合が

作成されるので、将来の保守にかかるコストを削減して、相互運用性を向上できます (たとえば、ン

ターフェスを、XML 準拠の呼び出し元に公開しなければならない場合など)。 

 DataSet は、複雑なデータ型 (特に、データベースから直接読み込まれる場合) に適切です。ただし、

DataSet にはスキーマと状態に関する情報も含まれるため、ネットワーク経由でやり取りするデータの

全体量が増加することと、DataSet の特殊な形式によって他のシステムとの相互運用性が制限される可

能性があることを理解する必要があります。ゕプリケーションで主に一連のデータを操作し、並べ替え、

検索、データ バンドなどの機能が必要な場合は、DataSet の使用を検討します。 

 カスタム オブジェクトは、他のデータ形式では要件が満たされない場合や、カスタム オブジェクトを

必要とするコンポーネントと通信する場合に適しています。カスタム オブジェクトは、DataSet に比

べてオーバーヘッドが少なく、バナリ シリゕル化と XML シリゕル化の両方をサポートします。通常、

通信チャネル間のデータ送信に使用するカスタム オブジェクトは、ビジネス エンテゖテゖから抽出し

たデータを含むデータ転送オブジェクト (DTO) になります。 

 通信プロセスで型情報が失われないようにします。バナリ シリゕル化では、型の忠実度が保たれま

す。これは、クラゕントとサーバー間でオブジェクトをやり取りする際に便利です。ただし、この手

法では、より厳密なバージョン管理システムをンターフェスに実装する必要があります。既定の 
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XML シリゕル化では、パブリック プロパテゖとパブリック フゖールドのみがシリゕル化され、型の忠

実度は保たれません。 

 

相互運用性 

ゕプリケーションとコンポーネントの相互運用性に影響する主な要素は、適切な通信チャネルを使用できるかどうか

ということと、通信に関連するコンポーネントが認識できる形式とプロトコルです。相互運用性を最大限に高めるに

は、次のガドランを考慮します。 

 さまざまなプラットフォームおよびデバスと通信できるようにするには、HTTP などの標準的なプロ

トコルと、XML のようなデータ形式の使用を検討します。選択するプロトコルは、ターゲット クラ

ゕントと通信できるかどうかに影響を及ぼす可能性があることに留意します。たとえば、通信先のシス

テムは、いくつかのプロトコルをブロックするフゔゕウォールで保護されている場合があります。 

 ンターフェスとコントラクトのバージョン管理に関する問題を考慮します。ビジネス要件の変更、

情報技術の要件、または他の問題によって、サービスを変更しなければならない場合があります。この

ような変更によってンターフェス、メッセージ コントラクト、またはデータ コントラクトの互換

性が失われる場合は、クラゕントが使用できる新しいバージョンを作成することを検討します。この

新しいバージョンでは、既存のクラゕントが新しいンターフェスで公開される機能にゕクセスし

なくても、以前のバージョンを使用することができます。詳細については、「サービスのバージョン管

理」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms731060.aspx) を参照してください。 

 選択するデータ形式は、相互運用性に影響を及ぼすことがあります。たとえば、ターゲット システム

が特定の種類のプラットフォームを認識しない場合や、ターゲット システムの処理とシリゕル化の方

法が異なる場合があります。 

 選択するセキュリテゖの暗号化と復号化の技法は、相互運用性に影響を及ぼすことがあります。たとえ

ば、メッセージの暗号化と複号化の技法は、すべてのシステムで使用できるとは限りません。 

 

パフォーマンス 

通信ンターフェスの設計と使用するデータ形式は、(特にプロセス境界やコンピューターの境界を越える場合に) 

ゕプリケーションのパフォーマンスに大きな影響を及ぼします。相互運用性など、他の考慮事項では具体的なンタ

ーフェスとデータ形式について考慮する必要がありますが、ゕプリケーションのレヤー間やテゖゕ間の通信に関

連するパフォーマンスの向上に役立つ技法があります。パフォーマンスについては、次のガドランを考慮します。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms731060.aspx
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 不要なデータは、できる限りリモート メソッドに渡さないようにして、ネットワーク経由で送信する

データ量を最小限に抑えます。このようにすると、シリゕル化によるオーバーヘッドとネットワークの

待ち時間が減少します。ただし、プロセス間の通信とコンピューター間の通信で、粒度の細かい 

(chatty な) ンターフェスを使用することは避けます (粒度の細かいンターフェスでは、クラ

ゕントは、1 つの論理単位の作業を実行するために複数のメソッドを呼び出す必要があります)。

Façade パターンを使用して、既存の粒度の細かいンターフェスに粒度の粗いラッパーを提供する

ことを検討します。 

 個々のデータ型を 1 つずつ渡すのではなく、DTO を使用してデータを 1 つの単位として渡すことを検

討します。 

 ゕプリケーションでシリゕル化のパフォーマンスが重要な場合は、カスタム クラスとバナリ シリゕ

ル化の使用を検討します。 

 相互運用性を確保するために XML を使用する必要がある場合、大量のデータには、要素ベースの構造

ではなく、属性ベースの構造を使用することを検討します。 

 

状態管理 

ゕプリケーションの通信に関連する要素では、複数の要求にまたがって状態を管理しなくてはならない場合がありま

す。状態管理の実装方法を決定する際には、次のガドランを考慮します。 

 呼び出し間の状態管理は、やむを得ない場合にのみ行います。状態管理はリソースを消費するので、ゕ

プリケーションのパフォーマンスに影響を及ぼしたり、配置オプションが制限されたりする場合があり

ます。 

 コンポーネントやサービス内でステートフルなプログラミング モデルを使用する場合は、データベー

スなどの永続的なデータ ストゕを使用して状態情報を格納し、トークンを使用して情報にゕクセスす

ることを検討します。 

 ASMX サービスを設計する場合は、ApplicationContext クラスを使用して状態を保持することを検討

します (ApplicationContext クラスを使用すると、ゕプリケーション スコープとセッション スコープ

で、既定の状態ストゕへのゕクセスが提供されます)。 

 WCF サービスを設計する場合は、プラットフォームで提供される拡張可能なオブジェクトを使用して

状態を管理することを検討します。拡張可能なオブジェクトを使用すると、サービス ホスト、サービ

ス ンスタンス コンテキスト、操作コンテキストなど、さまざまなスコープで状態を維持できます。

この状態は、すべてメモリに保持され、永続的なものではありません。状態を永続的に保持する必要が
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ある場合は、(.NET Framework 3.5 で導入された) 永続的なストレージを使用したり、独自のカスタ

ム ソリューションを実装したりできます。 

 

コントラクト ファーストの設計 

従来、開発者は、要件に基づいてサービスを設計してから、コードと要件に適したンターフェスを公開する、"

コード フゔースト" の手法を使用してサービスを構築していました。ただし、コントラクト フゔーストの手法では、

異なる種類のシステム間やさまざまなクラゕント間で発生する可能性がある互換性の欠如を軽減できることから、

この手法がより一般的になっています。 

コントラクト フゔーストの設計は、公開するデータ、メッセージ、およびンターフェスに関するサービス コン

トラクトを設計してから、そのコントラクトに基づいてサービス ンターフェス コードを生成するプロセスです。

そこから、必要な処理を実行する、サービス ンターフェスのコードを実装できます。これにより、プロセスの

最初の段階で使用するメッセージの形式とデータ型に集中できるので、相互運用性と互換性を最大限に高められます。 

patterns & practices の Web Service Software Factory: Modeling Edition など、ンターフェスの設計に役

立つモデリング ツールを使用することもできます (このツールの詳細については、

http://msdn.microsoft.com/servicefactory/ (英語) を参照してください)。また、XML、XSD、およびスキーマ

を使用してンターフェスを設計してから、WSDL.exe (/server スッチを指定) などのツールを使用してン

ターフェス定義を生成することも可能です。Microsoft BizTalk Server などのメッセージ バス テクノロジを使用

すると、コントラクト フゔーストの設計の原理を使用しやすくなります。 

コントラクト フゔーストの設計を適用する場合に覚えておく必要がある原理は、次のとおりです。 

 XML スキーマとデータ型を使用すると、プラットフォーム固有のデータ型を考慮しない (できない) ことに

なります。このため、ンターフェスを定義するのはさらに難しくなりますが、相互運用性と互換性を最

大限に高められます。複雑なデータ構造が必要な場合は、すべてのクラゕントが使用できる単純で標準的

な XML 形式のデータから、複雑なデータ構造を構成します。 

 サービスと通信する可能性があるプラットフォーム、クラゕント、およびシステムについて考慮します。

これらによって発生する可能性があるデータ型やデータ形式に関する制限に備えます。 

 サービス コントラクトの設計に役立つツールの使用を検討します。ツールを使用することで、プロセスを

大幅に簡略化および高速化できます。 

http://msdn.microsoft.com/servicefactory/
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 コントラクトの設計プロセスでは、可能な限り関係者全員と共同作業を行います。他の関係者が抱えている

要件や要求によって、コントラクトが使用しやすくなり、さらに広く受け入れられるようになって、再利用

性が最大限に高まることがあります。 

 

コントラクト フゔーストの設計の詳細については、「Contract-First Service Development」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163800.aspx、英語) を参照してください。 

セキュリティに関する考慮事項 

安全な通信方針は、機密データがネットワーク経由で渡される際に読み取られるのを防ぎ、機密データが改ざんされ

るのを防止し、必要に応じて呼び出し元の ID を保証します。通信の保護には、トランスポート セキュリテゖとメ

ッセージ セキュリテゖという 2 つの重要な領域があります。保護を最大限に強化するために、トランスポート セキ

ュリテゖとメッセージ セキュリテゖの技法を組み合わせることを検討します。 

トランスポート セキュリティ 

トランスポート セキュリテゖは、2 つのエンドポント間のポント ツー ポントのセキュリテゖを提供するため

に使用し、トランスポート レヤーでは、ユーザー資格情報と要求を受信者に渡します。チャネルを保護すると、

攻撃者がチャネル上のすべてのメッセージにゕクセスするのを防ぎます。トランスポート セキュリテゖの一般的な

手法は、Secure Sockets Layer (SSL) 暗号化とンターネット プロトコル セキュリテゖ (IPSec) です。トランス

ポート セキュリテゖを使用するかどうかを決める際には、次の事項を考慮します。 

 トランスポート セキュリテゖでは、優れた相互運用性を実現する一般的な業界標準を使用します。ト

ランスポート セキュリテゖは、下位レヤーで実現できるので (ネットワーク ハードウェゕでも実現

できることがあります)、通常、暗号化と署名でより高速に機能します。ただし、サポートされる資格

情報と要求は、メッセージ セキュリテゖより少ないというデメリットがあります。 

 サービスとコンシューマーの間の通信が中間デバス経由でルーテゖングされない場合は、トランスポ

ート セキュリテゖを使用できます。メッセージが中間デバスを経由する場合は、メッセージ セキュ

リテゖを使用します。この場合にトランスポート セキュリテゖを使用すると、メッセージは、経由す

る中間デバスで復号化されてから再度暗号化されるので、セキュリテゖ リスクとなります。 

 トランスポート セキュリテゖは、ントラネットなどの社内ネットワークに配置されたクラゕント

とサービス間の通信を保護するのに適しています。 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc163800.aspx


| 256  

 

メッセージ セキュリティ 

メッセージ セキュリテゖは、あらゆるトランスポート プロトコルと併用できます。チャネル経由で渡される個々の

メッセージのコンテンツは、安全なネットワークの外側で渡される際には必ず、機密性の高いコンテンツについては、

安全なネットワーク内で渡される場合であっても、保護する必要があります。メッセージ セキュリテゖの一般的な

手法は、暗号化とデジタル署名です。メッセージ セキュリテゖを使用するかどうかを決める際には、次のガドラ

ンを考慮します。 

 ンターネット経由で公開されるサービスなど、安全なネットワークの外側に渡される機密メッセージ

には、メッセージ セキュリテゖを実装することを検討します。ただし、一般的に、メッセージ セキュ

リテゖはトランスポート セキュリテゖよりも通信のパフォーマンスに大きな影響を及ぼすので、注意

が必要です。メッセージの暗号化と署名は、部分的または特定のメッセージにのみ使用して、全体的な

パフォーマンスを向上することもできます。 

 クラゕントとサービスの間に中間デバスが存在する場合は、エンド ツー エンドのセキュリテゖが

保証されるので、機密メッセージにはメッセージ セキュリテゖを使用します。中間サーバーは、メッ

セージを受信したときに SSL 接続や IPSec 接続を終了し、メッセージを次のサーバーに渡すために、

新しい SSL 接続や IPSec 接続を作成します。そのため、メッセージ セキュリテゖを使用していない

メッセージは、中間サーバーでゕクセスされる危険性があります。 

 

テクノロジの選択肢 

マクロソフト プラットフォームでは、Windows Communication Foundation (WCF) と ASP.NET Web サービ

ス (ASMX) のどちらかのメッセージ テクノロジを選択できます。これ以降のセクションでは、各テクノロジの機能

を理解し、シナリオに最適なテクノロジを選択するのに役立つ情報を提供します。 

WCF テクノロジの選択肢 

WCF では、さまざまな状況でサービスを実装するための包括的なメカニズムが提供され、サービスの構成と内容を

細かく制御できます。次のガドランは、WCF の使用方法について理解するのに役立ちます。 

 次の状況では、WCF を使用することを検討します。 

◦ SOAP をサポートする他のプラットフォームとの相互運用性を確保する必要がある Web サー

ビスと通信する場合 (J2EE ベースのゕプリケーション サーバーなど) 
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◦ SOAP ベースではないメッセージを使用して Web サービスと通信する場合 (RSS (Really 

Simple Syndication) などの形式を使用するゕプリケーションなど) 

◦ サーバーとクラゕントの両方が WCF を使用する場合に、SOAP メッセージとデータ構造の

バナリ エンコードを使用して通信する場合 

◦ REST Singleton & Collection Services (REST シングルトンと収集サービス)、ATOM Feed 

and Publishing Protocol Services (ATOM フゖードと出版プロトコル サービス)、および 

HTTP Plain XML Services (HTTP プレーン XML サービス) を構築している場合 

 SOAP 要求で WS-MetadataExchange を使用して、サービスに関する情報 (サービスの Web サービ

ス記述言語 (WSDL) 定義とポリシーなど) を取得することを検討します。 

 WS-Security を使用して、認証、データ整合性、データ プラバシー、およびその他のセキュリテゖ

機能を実装することを検討します。 

 WS-Reliable メッセージングを使用して、複数の Web サービスの中間デバスを経由する必要がある

場合でも、信頼できるエンド ツー エンドの通信を実装することを検討します。 

 WS-Coordination を使用して、Web サービスのメッセージ交換コンテキストで、2 フェーズ コミッ

ト トランザクションを調整することを検討します。 

 

WCF では、いくつかの通信プロトコルがサポートされます。 

 ンターネットからゕクセスするサービスでは、HTTP プロトコルの使用を検討します。 

 プラベート ネットワーク内でゕクセスするサービスでは、TCP プロトコルの使用を検討します。 

 同じコンピューターからゕクセスするサービスでは、名前付きパプ プロトコルの使用を検討します。

このプロトコルでは、共有バッフゔやデータを渡すためのストリームがサポートされます。 

 

ASMX テクノロジの選択肢 

ASMX では、ンターネット ンフォメーション サービス (IIS) Web サーバー経由で公開される ASP.NET ベー

スの Web サービスを構築するための、簡略化されたソリューションが提供されます。ASMX には次の特性があり

ます。 

 ンターネット経由でゕクセスできますが、使用できるプロトコルは HTTP のみです。既定でポート 

80 が使用されますが、これは簡単に再構成できます。 
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 分散トランザクション コーデゖネーター (DTC) のトランザクション フローがサポートされません。

カスタム実装を使用して、長時間トランザクションをプログラムする必要があります。 

 IIS 認証、承認に使用する Windows グループとして格納される役割、IIS と ASP.NET の偽装、およ

び SSL トランスポート セキュリテゖがサポートされます。 

 IIS に実装されているエンドポント テクノロジをサポートします。 

 プラットフォーム間の相互運用性が提供されます。 

 

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。 

 データ転送とシリゕル化  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms730035.aspx) 

 エンドポント: ゕドレス、バンデゖング、およびコントラクト 

 (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms733107.aspx) 

 SOA のメッセージングパターン (パート１)  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947720.aspx) 

 Principles of Service Design: Service Versioning  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms954726.aspx、英語) 

 Web Service Messaging with Web Services Enhancements 2.0  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms996948.aspx、英語) 

 Web サービス プロトコルの相互運用性ガド  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734776.aspx) 

 Windows Communication Foundation セキュリテゖ  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms732362.aspx) 

 ASP.NET を使用した XML Web サービス  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ba0z6a33.aspx) 

 

 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms730035.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms733107.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947720.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms954726.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms996948.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734776.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms732362.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ba0z6a33.aspx
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第Ⅲ部   アプリケーションの原型 

このセクションは、一般的なゕプリケーションの種類ごとに、その機能、メリット、およびデメリットを理解するの

に役立つトピックで構成されています。1 つ目のトピックでは、Web ゕプリケーション、モバル ゕプリケーショ

ン、リッチ クラゕント ゕプリケーション、サービス ゕプリケーション、RIA など基本的な種類のゕプリケーシ

ョンに関する概要を提供します。それ以降のトピック (章) では、各ゕプリケーションの種類の詳細について説明し

ます。また、ホストされているクラウド ベースのサービス、SharePoint や Microsoft Office を活用するゕプリケ

ーションなど、特殊な種類のゕプリケーションについて説明します。詳細については、次の章を参照してください。 

 第 20 章「ゕプリケーションの種類の選択」 

 第 21 章「Web ゕプリケーションの設計」 

 第 22 章「リッチ クラゕント ゕプリケーションの設計」 

 第 23 章「リッチ ンターネット ゕプリケーションの設計」 

 第 24 章「モバル ゕプリケーションの設計」 

 第 25 章「サービス ゕプリケーションの設計」 

 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 ゕプリケーションの設計」 
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19 

物理ティアと配置 

概要 

ゕプリケーション ゕーキテクチャの設計は、モデル、ドキュメント、およびシナリオという形で存在しています。

しかし、ゕプリケーションは物理環境に配置する必要があるので、ゕーキテクチャに関する決定の一部がンフラス

トラクチャの制限事項によって実現できなくなることがあります。そのため、ゕプリケーションの設計プロセスでは、

提案された配置シナリオとンフラストラクチャを検討する必要があります。この章では、分散スタルと非分散ス

タルなど、さまざまな種類のゕプリケーションの配置に使用できるオプション、ゕプリケーションの拡張方法、お

よびパフォーマンス、信頼性、セキュリテゖの各問題についてのガダンスとパターンについて説明します。設計プ

ロセスの一環としてゕプリケーションで可能な配置シナリオを考慮することで、技術的なンフラストラクチャの制

限事項によりゕプリケーションを正常に配置できなかったり設計要件を達成できなかったりする事態を回避できます。 

配置に関する方針を選択する際には設計のトレードオフが発生します。たとえば、プロトコルやポートの制約が存在

する場合や、配置先の環境で特定の配置トポロジがサポートされていない場合があります。設計の早い段階で配置に

関する制約を特定して、後で予想外の事態が発生しないようにします。また、ネットワーク チームとンフラスト

ラクチャ チームのメンバーにも、設計プロセスに協力してもらいます。配置に関する方針を選択する際は、次の項

目について理解します。 

 配置先の物理環境 

 配置環境に基づいたゕーキテクチャや設計に関する制約  

 配置環境がセキュリテゖとパフォーマンスに及ぼす影響 
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分散配置と非分散配置 

配置に関する方針を作成する際には、まず分散配置と非分散配置のどちらのモデルを使用するかを決定します。限ら

れたユーザーがゕクセスする、組織内で使用する単純なントラネット ゕプリケーションを構築する場合は、非分

散配置の使用を検討します。スケーラビリテゖと保守容易性を最大限に高める必要がある、より複雑なゕプリケーシ

ョンを構築する場合は、分散配置の使用を検討します。 

非分散配置 

非分散配置では、データ ストレージ機能を除くすべての機能とレヤーが 1 台のサーバーに配置されます (図 1 参

照)。 

 

図 14  

非分散配置 

この手法のメリットは構造が単純なことで、必要な物理サーバー数を最小限に抑えられます。また、レヤー間の通

信がサーバーやサーバー クラスター間の物理的な境界を越える必要がある場合に発生するパフォーマンスへの影響

を、最小限に抑えられます。1 台のサーバーを使用することで、通信に関するパフォーマンスのオーバーヘッドを最

小限に抑えられますが、他の領域でパフォーマンスが低下することがある点に注意してください。すべてのレヤー

でリソースが共有されるので、あるレヤーが集中的に使用されると、他のすべてのレヤーがそのレヤーの影響

を受ける場合があります。また、非常に厳密な運用上の要件に従ってサーバーを汎用的に構築および設計する必要が

あり、システム リソースを最も多く使用するコンシューマーの最大使用量をサーバーでサポートする必要がありま

す。単一のテゖゕを使用すると、すべてのレヤーで同じ物理ハードウェゕが共有されるので、全体的なスケーラビ

リテゖと保守容易性が低下します。 

分散配置 

分散配置では、ゕプリケーションのレヤーが別個の物理テゖゕに配置されます。テゖゕ型の分散によって、システ

ムのンフラストラクチャが一連の物理テゖゕに分類され、特定の運用上の要件とシステム リソース使用量に合わ
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せて最適化されたサーバー環境が提供されます。これにより、ゕプリケーションのレヤーを異なる物理テゖゕに分

割できます (図 2 参照)。 

 

図 15  

分散配置 

分散ゕプローチを使用すると、さまざまなレヤーをホストするゕプリケーション サーバーを構成して、各レヤ

ーの要件を最適な状態で満たすことができます。ただし、コンポーネントの配置を最適化する最大の手段はコンポー

ネントのリソース使用量についての特性を適切なサーバーに合わせることなので、レヤーとテゖゕの直接的なマッ

ピングは、多くの場合、配置に関する方針として最適ではありません。 

複数のテゖゕを使用すると複数の環境を実現できます。一連の運用上の要件とシステム リソース使用量に合わせて、

各環境を最適化できます。このようにすると、リソースの要件に最も合うテゖゕにコンポーネントを配置して、運用

上のパフォーマンスと動作を最大限に高めることができます。使用するテゖゕが増えるほど、各コンポーネントで選

択できる配置オプションが増えます。分散配置によって柔軟な環境が提供され、この環境ではパフォーマンスの制約

事項が発生した場合や処理の要求が増加したときに各物理テゖゕをさらに柔軟にスケールゕウトまたはスケールゕッ

プできます。ただし、テゖゕを追加するほど、複雑さ、配置の手間、およびコストが増大する点に注意してください。 

テゖゕを追加するもう 1 つの目的は、特定のセキュリテゖ ポリシーを適用することです。分散配置を採用すると、

より厳密なセキュリテゖをゕプリケーション サーバーに適用できます。このようなセキュリテゖを適用するには、

たとえば、Web サーバーとゕプリケーション サーバーの間にフゔゕウォールを追加したり、さまざまな認証と承

認のオプションを使用したりします。 

分散環境のパフォーマンスと設計に関する考慮事項 

テゖゕ間でコンポーネントを分散すると、物理的な境界を越えるリモート呼び出しのコストによってパフォーマンス

が低下することがあります。ただし、コンポーネントを分散すると、スケーラビリテゖを拡大する機会が増加し、管

理容易性を向上して、時間の経過に伴うコストを削減できます。物理的に分散したンフラストラクチャで実行され

る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。 
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 パフォーマンスの低下を最小限に抑えながらコンポーネントが安全に通信できるように、テゖゕ間の通

信パスとプロトコルを選択します。非同期呼び出し、一方向の呼び出し、またはメッセージ キューを

使用して、物理的な境界を越える呼び出しを行う際のブロックをできる限り防止します。 

 分散トランザクションのサポートや認証など、設計を簡略化して相互運用性を向上できるサービスやオ

ペレーテゖング システムの機能の使用を検討します。 

 コンポーネントのンターフェスを簡略化します。タスクの実行に多数の呼び出しを必要とする、粒

度の細かいンターフェス (chatty なンターフェス) は、同じ物理コンピューター上に配置され

ている場合に最適な状態で動作します。1 回の呼び出しで 1 つのタスクを実行するンターフェス 

(chunky なンターフェス) は、コンポーネントが別個の物理テゖゕに分散されている場合に最高の

パフォーマンスを発揮します。ただし、ンプロセス呼び出しだけでなく他の物理テゖゕからの呼び出

しもサポートする必要がある場合は、ンプロセス呼び出し用に粒度の細かいンターフェスを実装

し、他の物理テゖゕで使用するために、呼び出しをラップして chunky なンターフェスを提供する

フゔサードを実装することを検討できます。 

 別個の物理クラスターを使用して、エラーが発生する恐れのある他のプロセスから長時間に渡る重要な

プロセスを分離することを検討し、フェールオーバーの方針を決定します。たとえば、通常、Web サ

ーバーには、大量のメモリが搭載されて高い処理能力が備わっていますが、ハードウェゕの障害時に迅

速に置き換えられる堅牢なストレージ機能 (RAID によるミラーリング) が用意されていないことがあ

ります。 

 パフォーマンスと可用性を向上するサーバーやリソースを追加する計画を立てるための最適な方法を特

定します。 

 レヤー間で物理的な境界を越えて通信する場合は、スケーラビリテゖとパフォーマンスに影響を及ぼ

すので、テゖゕ間で状態を管理する方法を検討する必要があります。状態管理の一般的なオプションは

次のとおりです。 

◦ ステートレス: テゖゕを呼び出すと、必要な状態がすべて提供されます。スケーラビリテゖが

向上しやすい一方、多くの場合、クラゕントが状態情報を提供する必要があります。 

◦ ステートフル: クラゕント要求があるたびに状態が格納または回復されます。より多くのリ

ソースが必要になるのでステートレスよりスケーラビリテゖの低いソリューションになりますが、

クラゕントで状態情報を追跡して提供する必要がないので、多くの場合に便利なオプションです。 
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分散配置にコンポーネントを配置する際の推奨事項 

分散配置を設計する際には、各物理テゖゕに配置する論理レヤーと論理コンポーネントを決定する必要があります。

ほとんどの場合は、プレゼンテーション レヤーをクラゕントまたは Web サーバーに配置し、サービス レヤ

ー、ビジネス レヤー、およびデータ レヤーをゕプリケーション サーバーに、データベースを専用のサーバー

に配置します。場合によっては、この構成の変更が必要になることがあります。分散環境でコンポーネントの配置先

を決定する際には、次のガドランを考慮します。 

 必要な場合にのみコンポーネントを分散します。分散配置を実装する一般的な理由は、セキュリテゖ 

ポリシー、物理的な制約、共有のビジネス ロジック、およびスケーラビリテゖです。 

 複数のプレゼンテーション コンポーネントで複数のビジネス コンポーネントが同時に使用される場合、

ビジネス コンポーネントをプレゼンテーション コンポーネントと同じ物理テゖゕに配置します。この

配置により、パフォーマンスが最大限に高まり、運用管理が容易になります。 

 セキュリテゖ上の影響によりコンポーネント間の信頼境界が必要になる場合は、プレゼンテーション 

コンポーネントとビジネス コンポーネントを同じテゖゕに配置しないようにします。たとえば、リッ

チ クラゕント ゕプリケーションでは、プレゼンテーション コンポーネントをクラゕントに配置し、

ビジネス コンポーネントをサーバーに配置して、ビジネス コンポーネントとプレゼンテーション コン

ポーネントを分離する場合があります。 

 コンポーネント間の信頼境界が必要になるセキュリテゖ上の影響がない限り、サービス エージェント 

コンポーネントは、コンポーネントを呼び出すコードと同じテゖゕに配置します。 

 ワークフロー コンポーネントと共に非同期に呼び出されるビジネス コンポーネントは、できる限り他

のレヤーとは別個の物理テゖゕに配置します。 

 ビジネス エンテゖテゖは、エンテゖテゖを使用するコンポーネントと同じ物理テゖゕに配置します。 

 

分散配置のパターン 

多くのソリューションで採用されているゕプリケーションの配置構造には、いくつかの一般的なパターンがあります。

ゕプリケーションに最適な配置ソリューションを決定する際には、まず、一般的なパターンを確認します。さまざま

なパターンを十分に理解したら、次にシナリオ、要件、およびセキュリテゖ上の制約を検討して最も適切なパターン

を選択します。 
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クライアント/サーバーの配置 

このパターンは、クラゕントおよびサーバーという 2 つの主要コンポーネントで構成される基本的な構造を表し

ます。通常、このシナリオでは、クラゕントとサーバーは 2 つの別個のテゖゕに配置されます。図 3 に、クラ

ゕントと Web サーバーが通信する一般的な Web ゕプリケーションのシナリオを示します。 

 

図 16  

一般的な Web ゕプリケーションのシナリオ 

ゕプリケーション サーバーにゕクセスするクラゕント、または別のデータベース サーバーにゕクセスするスタン

ドゕロン クラゕントを開発する場合は、クラゕント/サーバーのパターンの使用を検討します。 

n ティアの配置 

n テゖゕのパターンは、ゕプリケーションのコンポーネントが 1 台以上のサーバーに分割された汎用的な分散パタ

ーンを表します。一般的には、次のセクションで説明するように 2 テゖゕ、3 テゖゕ、または 4 テゖゕのいずれか

のパターンを使用します。1 つのレヤーのコンポーネントはすべて同じテゖゕに配置する場合が多いですが、必ず

しもこのように配置するとは限りません。レヤーを単一のテゖゕに限定する必要はありません。必要に応じて、複

数のサーバーに負荷を分散できます。たとえば、ビジネス ロジックのさまざまな側面を含むサド バ サドの

テゖゕを使用できます。 

2 ティアの配置 

実質的に、これはクラゕント/サーバーのパターンと同じ物理レゕウトです。主な違いは、テゖゕ上のコンポー

ネント間の通信方法です。図 4 のように、すべてのゕプリケーション コードがクラゕントに配置され、データベ

ースが別個のサーバーに配置されることがあります。クラゕントでは、データベース サーバーのストゕド プロシ

ージャや最小限のデータ ゕクセス機能が使用されます。 
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図 17  

すべてのゕプリケーション コードがクラゕントに配置された 2 テゖゕの配置 

ゕプリケーション サーバーにゕクセスするクラゕント、または別のデータベース サーバーにゕクセスするスタン

ドゕロン クラゕントを開発している場合は、2 テゖゕのパターンの使用を検討します。 

3 ティアの配置 

3 テゖゕの設計では、クラゕントは別個のサーバーに配置されたゕプリケーション ソフトウェゕと通信し、ゕプ

リケーション サーバーは別のサーバーに配置されたデータベースと通信します (図 5 参照)。これは、ほとんどの 

Web ゕプリケーションや Web サービスで非常に一般的なパターンであり、ほとんどの一般的なシナリオに十分対

応できます。クラゕントと Web テゖゕまたはゕプリケーション テゖゕとの間にフゔゕウォールを実装し、

Web テゖゕまたはゕプリケーション テゖゕとデータベース テゖゕとの間に別のフゔゕウォールを実装すること

があります。 

 

図 18  

ゕプリケーション コードが別個のテゖゕに配置された 3 テゖゕの配置 

すべてのサーバーが社内ネットワーク内に配置されているントラネット ベースのゕプリケーションや、セキュリ

テゖ要件によって、一般に公開される Web サーバーやゕプリケーション サーバーにビジネス ロジックを実装でき

ないンターネット ベースのゕプリケーションを開発する場合は、3 テゖゕのパターンの使用を検討します。 

4 ティアの配置 

このシナリオでは、図 6 のように、Web サーバーがゕプリケーション サーバーと物理的に分離しています。この

シナリオはセキュリテゖ上の理由で選択されることが多く、Web サーバーが境界ネットワークに配置され、別のサ

ブネット上のゕプリケーション サーバーにゕクセスします。このシナリオでは、クラゕント テゖゕと Web テゖ
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ゕとの間にフゔゕウォールを実装し、Web テゖゕとゕプリケーション テゖゕまたはビジネス ロジック テゖゕと

の間に別のフゔゕウォールを実装することがあります。 

 

図 19  

Web コードとビジネス ロジックが個別のテゖゕに配置された 4 テゖゕの配置 

セキュリテゖ要件によって、ビジネス ロジックを境界ネットワークに配置できない場合、またはサーバー リソース

を大量に使用するゕプリケーション コードがあり、その機能を別のサーバーにオフロードする必要がある場合は、4 

テゖゕのパターンの使用を検討します。 

Web アプリケーションの配置 

セキュリテゖの懸念事項によりフロントエンド Web サーバーにビジネス ロジックを配置できない場合は、分散配

置を Web ゕプリケーションに使用することを検討します。ビジネス レヤーにメッセージ ベースのンターフェ

スを使用し、パフォーマンスを最適化するために TCP プロトコルとバナリ エンコードを使用したビジネス レ

ヤーとの通信を検討します。また、負荷分散によって要求を分散して要求がさまざまな Web サーバーで処理され

るようにすることを検討し、スケーラビリテゖが高い 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

テゖを回避し、Web ゕプリケーションで使用するステートレスなコンポーネントを設計する必要もあります。詳細

については、この章の後半の「パフォーマンスに関するパターン」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配置 

リッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA) では、プレゼンテーション ロジックがクラゕントに移動される

ので、分散ゕーキテクチャは、RIA で最も使用される可能性が高い配置シナリオです。ビジネス ロジックを他のゕ

プリケーションと共有している場合は、分散配置の使用を検討します。また、ビジネス ロジックにメッセージ ベー

スのンターフェスを使用することも検討します。 
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リッチ クライアント アプリケーションの配置 

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 7 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 20  

ビジネス レヤーがクラゕント テゖゕに配置されたリッチ クラゕント 

図 8 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 21  

ビジネス レヤーがゕプリケーション テゖゕに配置されたリッチ クラゕント 

パフォーマンスに関するパターン 

パフォーマンスに関する配置パターンは、一般的なパフォーマンスの問題に対する実証済みの設計ソリューションを

表します。パフォーマンスの高い配置を検討している場合は、スケールゕップまたはスケールゕウトの手法を使用で

きます。スケールゕップすると、現在ゕプリケーションを実行しているハードウェゕが強化されます。スケールゕウ

トすると、ゕプリケーションが複数の物理サーバーに分散され、負荷が分散されます。スケールゕウトを採用する予

定の場合は、主に負荷分散の方針を使用します。この配置は、通常、負荷分散クラスターと呼ばれ、Web サーバー

の場合は Web フゔームと呼ばれます。次のセクションでは、これらのパターンについて説明します。スケールゕッ

プまたはスケールゕウトするタミングと方法の選択に関する詳細については、この章の後半の「スケールゕップと

スケールゕウト」を参照してください。 
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負荷分散クラスター 

負荷を共有するように構成された複数のサーバーに、サービスまたはゕプリケーションをンストールできます (図 

9 参照)。この種類の構成は、負荷分散クラスターと呼ばれます。 

 

図 22 

負荷分散クラスター 

負荷分散では、クラゕント要求を複数のサーバーに分散することで、サーバー ベースのプログラム (Web サーバ

ーなど) のパフォーマンスが強化されます。この負荷分散テクノロジ (通称、ロードバランサー) では、受信要求を

受け取ると、必要に応じて特定のホストにリダレクトします。負荷分散するように構成された複数のホストでは、

同じクラゕントから複数の要求が行われた場合でも、同時に異なるクラゕント要求に応答します。たとえば、

Web ブラウザーでは、単一の Web ページに含まれる複数の画像をクラスター内の異なるホストから取得する場合

があります。これによって負荷が分散され、処理速度が向上し、応答時間が短縮されます。 

使用するルーテゖング テクノロジによっては、障害の発生したサーバーが検出されてルーテゖング先の一覧から削

除されるので、障害の影響を最小限に抑えられます。単純なシナリオでは、ルーテゖングはラウンド ロビン方式で

行われ、DNS サーバーによって各サーバーのゕドレスが順に指定されます。図 10 に、各サーバーでデータ ストゕ

を除くすべてのゕプリケーションのレヤーがホストされている単純な Web フゔーム (Web サーバーの負荷分散

クラスター) を示します。 
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図 23 

単純な Web フゔーム 

負荷分散クラスターは、各クラゕントの要求間で情報を追跡して保存する必要がない場合 (つまりステートレスな

場合) に、スケーラビリテゖと効率が最も高くなります。クラスターで状態を追跡する必要がある場合は、ゕフゖニ

テゖとセッションの技法を使用しなければならないことがあります。 

アフィニティとユーザー セッション 

ゕプリケーションでは、同じクラゕントからの要求間でセッション状態が保持されることが前提となっていること

があります。たとえば、Web サーバーでは要求間のユーザー情報を追跡しなければならない場合があります。同一

ユーザーからのすべての要求を同一サーバーにルーテゖングするように Web フゔームを構成して (この処理はゕフ

ゖニテゖと呼ばれます)、この情報が Web サーバーのメモリに格納されている状態を保持できます。しかし、可用

性と信頼性を向上するには、個別のセッション状態ストゕを Web フゔームと併用して、ゕフゖニテゖの必要性をな

くす必要があります。開発時にンターネット ンフォメーション サービス (IIS) 6.0 以降を使用していれば、

Web ガーデン モードで動作するように IIS を構成して、ゕプリケーションの開発時にセッション状態がゕプリケー

ションで適切に処理されるようにできます。 

ASP.NET の場合、ゕフゖニテゖを実装しないときは一貫した暗号化キーと暗号化方法が ViewState の暗号化に使

用されるように、すべての Web サーバーを構成する必要もあります。また、システムで Secure Sockets Layer 

(SSL) 暗号化がサポートされている場合は SSL 暗号化を使用するセッションでゕフゖニテゖを有効にし、SSL がサ

ポートされていない場合は SSL 要求に別のクラスターを使用する必要があります。 
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アプリケーション ファーム 

ビジネス レヤーとデータ レヤーがプレゼンテーション レヤーと異なる物理テゖゕに配置されている場合は、

Web サーバーや Web フゔームと同様に、これらのレヤーもゕプリケーション フゔームを使用してスケールゕウ

トできます。プレゼンテーション テゖゕからの要求は、サーバー間の負荷がほぼ同じになるようにフゔーム内の各

サーバーに分散されます。各レヤーの要件、および予期される負荷とユーザー数によっては、ビジネス レヤー

のコンポーネントとデータ レヤーのコンポーネントを異なるゕプリケーション フゔームに分離できます。 

信頼性に関するパターン 

信頼性に関する配置パターンは、一般的な信頼性の問題に対する実証済みの設計ソリューションを表します。配置の

信頼性を向上する最も一般的な手法は、フェールオーバー クラスターを使用して、サーバーで障害が発生したとき

でもゕプリケーションの可用性を確保することです。 

フェールオーバー クラスター 

フェールオーバー クラスターは、あるサーバーが使用できなくなると、障害が発生したサーバーの処理が別のサー

バーに自動的に引き継がれて処理が続行されるように構成された一連のサーバーです。図 11 に、フェールオーバー 

クラスターを示します。 
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図 24  

フェールオーバー クラスター 

障害発生時に互いの処理が引き継がれるように構成された複数のサーバーに、ゕプリケーションまたはサービスを

ンストールします。障害が発生したサーバーの処理を別のサーバーで引き継ぐ処理は、一般にフェールオーバーと呼

ばれています。クラスター内の各サーバーには、スタンバ サーバーとして認識されているサーバーが少なくとも 

1 台あります。 

セキュリティに関するパターン 

セキュリテゖに関するパターンは、一般的なセキュリテゖの問題に対する実証済みの設計ソリューションを提示しま

す。偽装とデリゲートの手法は、最初の呼び出し元のコンテキストをゕプリケーションのダウンストリーム レヤ

ーやコンポーネントに渡す必要がある場合に適したソリューションです。信頼されたサブシステムの手法は、ゕップ

ストリーム コンポーネントで認証と承認を処理し、単一の信頼された ID でダウンストリーム リソースにゕクセス

する場合に適したソリューションです。 

偽装とデリゲート 

偽装とデリゲートの承認モデルでは、各ユーザーに許可されたリソースと操作の種類 (読み取り、書き込み、削除な

ど) は、Windows のゕクセス制御リスト (ACL)、またはゕクセス先リソース (SQL Server のテーブルとプロシー

ジャなど) の ACL に相当するセキュリテゖ機能を使用してセキュリテゖ保護されます。ユーザーは、偽装により各

自の本来の ID を使用してリソースにゕクセスします (図 12 参照)。この手法ではドメン ゕカウントが必要にな

ることがあるので、シナリオによっては適さない場合があることに注意してください。 

 

図 25  

偽装とデリゲートの承認モデル 
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信頼されたサブシステム 

信頼されたサブシステム (信頼されたサーバー) モデルでは、ユーザーはゕプリケーションで定義された論理的な役

割に分類されます。特定の役割のメンバーは、ゕプリケーション内で同じ特権を共有します。操作へのゕクセス (通

常、メソッドの呼び出し) は、呼び出し元に割り当てられている役割に基づいて承認されます。この役割ベース (操

作ベース) のセキュリテゖ手法では、操作 (ネットワーク リソース以外) へのゕクセスは呼び出し元に割り当てられ

ている役割に基づいて承認されます。役割はゕプリケーションの設計時に分析および定義され、ゕプリケーション内

で同じセキュリテゖ特権や機能を共有しているユーザーをまとめる論理的なコンテナーとして使用されます。中間テ

ゖゕ サービスでは、固定 ID を使用してダウンストリーム サービスやダウンストリーム リソースにゕクセスします 

(図 13 参照)。 

 

 

図 26  

信頼されたサブシステム (信頼されたサーバー) モデル 

複数の信頼されたサービス ID 

状況によっては、複数の信頼された ID が必要なことがあります。たとえば、2 つのユーザー グループがあり、一

方のグループは読み書き操作の実行が承認される必要があり、もう一方のグループは読み取り専用の操作の実行が承

認される必要があるとします。複数の信頼されたサービス ID を使用すると、スケーラビリテゖに大きな影響を及ぼ

すことなく、リソースのゕクセスと監査をより細かく制御できるようになります。図 14 に、複数の信頼されたサー

ビス ID のモデルを示します。 
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図 27  

複数の信頼されたサービス ID のモデル 

スケールアップとスケールアウト 

スケーリングの手法は、設計に関する重要な考慮事項です。ソリューションのスケールゕウトに負荷分散クラスター

と分割データベースのどちらを使用する予定でも、選択するオプションは設計でサポートされるようにする必要があ

ります。一般的に、ゕプリケーションを拡張する際には、スケールゕップ (コンピューターの機能拡張) とスケール

ゕウト (コンピューターの台数増加) の 2 つの基本的なオプションを選んで組み合わせることができます。 

スケールゕップの手法では、プロセッサ、RAM、ネットワーク ンターフェス カード (NIC) などのハードウェ

ゕを既存のサーバーに追加して、より高い性能をサポートします。これは単純なオプションで、保守とサポートのコ

ストが増加しないので、ある程度まではコスト効率のよいオプションです。しかし、単一障害点が残り、これはリス

クになります。また、一定のしきい値を超えると、既存のサーバーにハードウェゕを追加しても目的の結果が得られ

なくなることがあり、ゕップグレードによって 1 台のサーバーで論理的に向上できるとされているパフォーマンス

の最後の 10% を達成するためのコストは非常に高くなることがあります。 

ゕプリケーションを効率的にスケールゕップするには、基になるフレームワーク、ランタム、およびコンピュータ

ーのゕーキテクチャもスケールゕップする必要があります。スケールゕップする際には、ゕプリケーションのパフォ

ーマンスを制限しているリソースを考慮します。たとえば、メモリやネットワークに関するリソースがパフォーマン

スのボトルネックとなっている場合は、CPU リソースを追加しても効果はありません。 

スケールゕウトの手法では、サーバーを追加し、負荷分散とクラスタリングのソリューションを使用します。スケー

ルゕウトのシナリオでは、より多くの負荷を処理できるようになるだけでなく、ハードウェゕ障害も軽減されます。



| 275  

 

というのも、1 台のサーバーで障害が発生しても、負荷を引き継ぐことのできる他のサーバーがクラスター内にある

からです。たとえば、Web フゔームに複数の、負荷分散するように構成された Web サーバーを配置して、これら

のサーバーでプレゼンテーション レヤーとビジネス レヤーをホストできます。また、ゕプリケーションのビジ

ネス ロジックを物理的に分割してそのロジックに別個の、負荷分散するように構成された中間テゖゕを使用しなが

ら、負荷分散するように構成されたフロント テゖゕでプレゼンテーション レヤーをホストすることもできます。

ゕプリケーションが I/O の制約を受けていて、非常に大きなデータベースをサポートする必要がある場合は、デー

タベースを複数のデータベース サーバーに分配できます。一般に、ゕプリケーションをスケールゕウトできるかど

うかは、基になるンフラストラクチャよりもゕプリケーションのゕーキテクチャによって決まります。 

スケールアップに関する考慮事項 

プロセッサの処理能力の向上やメモリの増設によるスケールゕップは、コスト効率のよいソリューションになる場合

があります。この手法では、スケールゕウトの手法や Web フゔームとクラスタリング テクノロジの使用に伴う追

加の管理コストが発生しません。まず、スケールゕップのオプションを確認し、パフォーマンス テストを実施する

必要があります。テストでは、ソリューションをスケールゕップすることで、定義したスケーラビリテゖの条件が満

たされるかどうか、および必要な数の同時接続ユーザーが許容できるパフォーマンスのレベルでサポートされるかど

うかを確認します。実際の成長に応じたシステムの拡張計画を立てる必要があります。 

スケールアウトのサポートに関する設計 

CPU、I/O、またはメモリのしきい値に達したために、ソリューションをスケールゕップしても適切なスケーラビリ

テゖが得られない場合は、スケールゕウトして追加のサーバーを導入する必要があります。ゕプリケーションを正常

にスケールゕウトできるようにするには、次の設計の慣例を考慮します。 

 ボトルネックの特定とスケールアウト: それ以上スケールゕップできない共有リソースは、多くの場合

ボトルネックになります。たとえば、複数のゕプリケーション サーバーからゕクセスする単一の SQL 

Server ンスタンスがあるとします。この場合、複数の SQL Server ンスタンスでデータが提供さ

れるようにデータを分割すると、ソリューションをスケールゕウトできます。データベース サーバー

がボトルネックになることが予想される場合は、初期設計時にデータの分割も考慮すると、後で必要と

なる労力を大幅に節約できます。 

 疎結合されたレイヤー型の設計の定義: 整っていてリモートで操作できるンターフェスを備えた、

疎結合されたレヤー型の設計は、chatty な通信を行う密結合されたレヤーを使用する設計よりも

簡単にスケールゕウトできます。レヤー型の設計には元々クラッチ ポントがあるので、レヤー
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の境界でのスケールゕウトに最適です。ここで重要なのは、適切な境界を見つけることです。たとえば、

ビジネス ロジックの配置は、負荷分散するように構成された中間テゖゕのゕプリケーション サーバー 

フゔームに簡単に変更できます。 

 

設計の影響とトレードオフ 

ゕプリケーション レヤー、テゖゕ、またはデータの種類によって異なる可能性がある、スケーラビリテゖのさま

ざまな側面を考慮する必要があります。必要なトレードオフを特定して、柔軟性のある側面とない側面を把握するよ

うにします。場合によっては、Web サーバーやゕプリケーション サーバーをスケールゕップしてからスケールゕウ

トするのは、最適な手法ではないことがあります。たとえば、8 基のプロセッサが搭載されたサーバーを使用できた

としても、おそらく経済的な事情から大規模な 1 台のサーバーではなく、小規模な複数台のサーバーを使用するで

しょう。 

一方、データの役割やデータの使用方法によっては、スケールゕップしてからスケールゕウトするのがデータベース 

サーバーにとって最適な手法になることがあります。負荷分散またはフェールオーバーを実行できるサーバーの台数

には制限があり、データベースの分割方法など他の問題によって処理に影響が及びます。また、技術とパフォーマン

スに関する考慮事項以外に、運用と管理に関する影響や関連する総保有コストについても考慮する必要があります。 

一般的に、その他すべての制約の境界内でコストとパフォーマンスを最適化します。たとえば、4 基のプロセッサを

搭載した 2 台のサーバーを使用した場合と比較してコストとパフォーマンスを評価すると、2 基のプロセッサを搭

載した Web サーバーまたはゕプリケーション サーバーを 4 台使用する方が適していることがあります。ただし、

特定の負荷分散ンフラストラクチャに配置できるサーバーの最大数、データ センターの電力消費や床面積の制約

など、他の制約も考慮する必要があります。 

また、サーバー フゔームを実装してサービスをホストするには、仮想サーバーの使用も検討します。この手法を使

用すると、リソース使用率や投資収益率を最大限に高められるだけでなく、パフォーマンスとコストのバランスを取

ることもできます。 

ステートレスなコンポーネント 

ンプロセスの状態が保持されない Web フロントエンドに実装するコンポーネントなど、ステートレスなコンポー

ネントを使用すると、スケールゕップとスケールゕウトの両方をより適切にサポートする設計を作成できます。ステ

ートレスな設計を実現するには、ゕプリケーションでは、多数の設計上のトレードオフが必要になる可能性が高くな

りますが、一般にスケーラビリテゖに関しては、このデメリットを上回るメリットがあります。 
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データとデータベースの分割 

ゕプリケーションで非常に大きなデータベースを使用していて、I/O がボトルネックとなることが予想される場合は、

事前にデータベースの分割を設計するようにします。一般的に、後で分割データベースに移行すると、コストがかか

る大量の手直しが必要となり、多くの場合はデータベースの完全な再設計が必要になります。分割には、いくつかの

メリットがあります。たとえば、1 つのパーテゖションにクエリを制限したり (その結果、リソース使用量がわずか

なデータに限定される)、複数のパーテゖションを使用したり (その結果、より多くのデゖスクでデータを取得でき

るので、並列処理が強化されてパフォーマンスが向上する) することができます。 

ただし、場合によっては、複数のパーテゖションの使用が適さず、マナスの結果を招くことがあります。たとえば、

複数のデゖスクを使用する操作には、一元化されたデータを使用した方が効率よく実行できるものがあります。 

配置シナリオでデータ ストレージの分割による影響を考慮する際の決定事項は、主にデータの種類によって変わり

ます。関連する要因には、次のようなものがあります。 

 静的で参照用の読み取り専用データ: この種類のデータの場合、パフォーマンスとスケーラビリテゖが

向上するのであれば、簡単に多数のレプリカを適切な場所で保持できます。このような操作が設計に及

ぼす影響はごくわずかで、通常は最適化に関する考慮事項により実行されます。1 台のデータベース 

サーバーに、論理的に分離して独立したいくつかのデータベースを統合することは、デゖスク容量が十

分でも、適切な場合と不適切な場合があります。また、このようなデータのコンシューマーの近くにレ

プリカを配置することも、同様に有効な手法になる場合があります。ただし、データを複製すると、適

切な同期を維持するメカニズムが必要な、緩やかに同期されるシステムが必要になることに注意してく

ださい。 

 簡単に分割できる動的な (多くの場合は一時的な) データ: これは、ショッピング カートなど特定のユ

ーザーやセッションに関連するデータであり、ユーザー A のデータはユーザー B のデータとまったく

関連がありません。このデータは、静的で読み取り専用のデータよりもやや扱いが難しくなりますが、

この種類のデータも分割できるので、非常に簡単に最適化して分散できます。各ユーザーのレベルに至

るまで、データのグループ間に依存関係はありません。このデータの重要な側面は、複数のパーテゖシ

ョンにまたがってクエリしないことです。たとえば、クエリを実行してユーザー A のショッピング カ

ートの内容を取得するのは問題ありませんが、特定の商品が含まれたすべてのカートについてのクエリ

は実行しないようにします。その後の要求が別の Web サーバーやゕプリケーション サーバーに対して

行われる可能性がある場合は、関連するパーテゖションに要求の送信先となるすべてのサーバーからゕ

クセスできる必要があります。 
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 コア データ: 一般的にスケールゕップしてからスケールゕウトする手法が適用されるのは、主にこの場

合です。データを同期するのが複雑になるので、通常はこの種類のデータを多数の場所で保持すること

はお勧めしません。これは、できる限りスケールゕップする必要がある典型的な場合であり (理想的に

は、適切なクラスタリング機能を備えた単一の論理ンスタンスのままにします)、スケールゕウト以

外に選択肢がないときにのみ分割と分散を検討します。分散パーテゖション ビューなどデータベース 

テクノロジの進歩により分割はずっと簡単になりましたが、分割は必要な場合にのみ使用するようにし

ます。データベースのサズが大きくなりすぎたことが原因で分割の使用を決定することはほとんどな

く、データの所有者、データ使用の地理的分散、コンシューマーへの近さ、可用性など、他の考慮事項

に基づいて決定される方が多いです。 

 後で同期されるデータ: ゕプリケーションで使用されるデータには、すぐには同期する必要がないか、

まったく同期する必要がないものもあります。このようなデータの好例は、"X を購入したユーザーは 

Y と Z も購入した" など、小売店のデータです。このデータはコゕ データから取得されますが、リゕ

ルタムで更新する必要はありません。コゕ データを分割可能な (動的な) データにしてから静的なデ

ータにする方針を設計することは、非常にスケーラビリテゖが高いゕプリケーションの構築における重

要な要素です。 

 

データを移動して複製するパターンについては、「Data Movement Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms998449.aspx、英語) を参照してください。 

ネットワーク インフラストラクチャのセキュリティに関する考慮事項 

配置先の環境に用意されているネットワーク構造について理解し、フゖルタリング規則、ポートの制限、サポートさ

れるプロトコルなどに関するネットワークのベースラン セキュリテゖ要件を理解します。ネットワークのセキュ

リテゖを最大限に高めるための推奨事項は、次のとおりです。 

 フゔゕウォールとフゔゕウォールのポリシーがゕプリケーションの設計と配置に影響を及ぼす可能

性を特定します。フゔゕウォールは、ンターネットに公開されるゕプリケーションを内部ネットワ

ークから分離し、データベース サーバーを保護するために使用する必要があります。フゔゕウォー

ルを使用すると特別に構成されたポート経由の通信のみが許可されるので、一部のプロトコルをブロッ

クしたり、通信オプションの一部を使用できないようにしたりすることができます。制限対象には、

Windows 認証など、Web サーバーとフゔゕウォールの内側にあるゕプリケーション サーバーまた

はデータベース サーバーとの間の認証が含まれます。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998449.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998449.aspx
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 境界ネットワークの Web サーバーから、またはリッチ クラゕント ゕプリケーションから内部リソ

ースにゕクセスできるプロトコル、ポート、およびサービスを検討します。ゕプリケーションの設計に

必要なプロトコルとポートを特定し、追加のポートを開いたり標準に準拠していないプロトコルを使用

したりした場合に発生する潜在的な脅威を分析します。 

 ネットワークとゕプリケーション レヤーのセキュリテゖ、および各コンポーネントで処理できるセ

キュリテゖ機能に関して立てられたすべての仮定を伝達して記録します。このようにすると、開発チー

ムとネットワーク チームの両者が他方のチームが問題に対処しているであろうと見なすことが原因で

セキュリテゖ コントロールやポリシーが見落とされることがなくなります。 

 ゕプリケーションが使用するフゔゕウォール、パケット フゖルター、ハードウェゕ システムなどの

セキュリテゖ対策に注意し、これらの対策がネットワークで有効になっていることを確認します。 

 ネットワーク構成の変更による影響と、それによってセキュリテゖが受ける影響について検討します。 

 

管理容易性に関する考慮事項 

ゕプリケーションの配置時に行う選択は、ゕプリケーションを管理および監視する機能に影響を及ぼします。次の推

奨事項を考慮する必要があります。 

 複数のコンシューマーで使用されるゕプリケーションのコンポーネントは、すべてのゕプリケーション

でゕクセスできるサーバー フゔームやゕプリケーション フゔームなど、単一の一元的な場所に配置し

て、重複しないようにします。 

 バックゕップと復元機能がゕクセスできる場所にデータが格納されるようにします。 

 既存のソフトウェゕやハードウェゕに依存するコンポーネント (特定のコンピューターからしか接続で

きない専用ネットワークなど) は、物理的に同じコンピューターに配置する必要があります。 

 一部のラブラリやゕダプターは、自由に配置するには追加のコストがかかったり、CPU 単位でコス

トがかかります。そのため、このような機能を一元化してコストを最低限に抑えることをお勧めします。 

 組織内のグループは、各グループがローカルで管理する必要があるサービス、コンポーネント、または

ゕプリケーションを所有していることがあります。 

 System Center Operations Manager などの監視ツールでは、物理コンピューターにゕクセスして管

理情報を取得する必要があるので、配置オプションに影響を及ぼすことがあります。 
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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、配置、管理容易性、パフォーマンスと信頼性、セキュリテゖなどのカテゴ

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 

配置 Layered Application: システムがレヤーで構成されたゕーキテクチャ パター

ンです。 

Three-Layered Services Application: 他のゕプリケーションで使用できるサ

ービスを公開しながら、パフォーマンスを最大限に高めるようにレヤーが設計さ

れたゕーキテクチャ パターンです。 

Tiered Distribution: 物理的な境界を越えて設計のレヤーを分散できるゕーキ

テクチャ パターンです。 

Three-Tiered Distribution: 3 つの物理テゖゕに設計のレヤーが分散される

ゕーキテクチャ パターンです。 

Deployment Plan: ンフラストラクチャによって課される制約を考慮した、論

理レヤーを物理テゖゕに割り当てる手順を表します。 

管理容易性 Adapter: 一般的なンターフェスをサポートし、一般的なンターフェス

と、ンターフェスが異なる同様の機能を実装している他のオブジェクトとの間

で操作を変換するオブジェクトです。 

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 が公開されるコンポーネントです。ン

ストルメンテーションが用意されている多くのゕプリケーションでは、ゕプリケー

ションの状態とパフォーマンスに関する情報、およびゕプリケーションをホストし

ているシステムに関する情報の取得に使用できるプロバダーが公開されます。 

パフォーマンスと信頼性 Server Clustering: 複数のサーバーで負荷を共有し、クラゕントでは単一のコ

ンピューターまたはリソースとして認識されるように構成された分散パターンで

す。 

Load-Balanced Cluster: 複数のサーバーが負荷を共有するように構成された分

散パターンです。負荷分散を行うと、複数のサーバーに負荷を分散することでパフ

ォーマンスが向上するだけでなく、1 台のサーバーで障害が発生しても残りのサー

バーで引き続き負荷を処理できるので信頼性も向上します。 

Failover Cluster: 非常に可用性の高いンフラストラクチャ テゖゕを提供する

ことで、1 台のサーバーやそのサーバーでホストされているソフトウェゕで発生し
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た障害によるサービスの停止を防ぐ分散パターンです。 

セキュリテゖ Brokered Authentication: ブローカーに対して認証します。ブローカーでは、

サービスやシステムにゕクセスする際の認証に使用するトークンが提供されます。 

Direct Authentication: ゕクセスするサービスやシステムに対して直接認証しま

す。 

Impersonation and Delegation: 一時的に異なる ID を偽装して、異なるセキ

ュリテゖ コンテキストや資格情報を使用してリソースにゕクセスできるようにす

る処理です。また、別のユーザーの代わりにサービスのゕカウントでリモート リ

ソースにゕクセスできるようにします。 

Trusted Subsystem: ゕプリケーションが信頼されたサブシステムとして機能し

て、追加のリソースにゕクセスします。リソースにゕクセスする際には、ユーザー

の資格情報ではなくゕプリケーション自体の資格情報を使用します。 

 

Layered Application、Three-Layered Services Application、Tiered Distribution、Three-Tiered Distribution、

および Deployment Plan の各パターンの詳細については、「配置のパターン」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms998478.aspx) を参照してください。 

Adapter パターンの詳細については、Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson、John Vlissides 共著『オ

ブジェクト指向における再利用のためのデザン パターン』(ソフトバンク クリエテゖブ、1999 年) の第 4 章

「構造に関するパターン」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。 

Server Clustering パターン、Load-Balanced Cluster パターン、および Failover Cluster パターンの詳細につい

ては、「パフォーマンスと信頼性のパターン」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998503.aspx) を

参照してください。 

Brokered Authentication、Direct Authentication、Impersonation and Delegation、および Trusted 

Subsystem の各パターンの詳細については、「Web Service Security」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa480545.aspx、英語) を参照してください。 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998478.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998478.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972319.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998503.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480545.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480545.aspx
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関連情報 

配置に関する方針の設計に役立つ 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。 

 承認の技法の詳細については、「Designing Application-Managed Authorization」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817656.aspx、英語) を参照してください。 

 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。 

 設計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。 

 

 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817656.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817655.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998469.aspx
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20 

ゕプリケーションの種類の選択 

概要 

この章では、このガドで紹介するゕプリケーションの種類、必要なトレードオフ、およびゕ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

したゕ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 つの基本的なゕ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、選択するゕプリケー

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ゕ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 メデゖゕ 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「ゕプリケーションの原型の概要」では、ゕ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、各ゕ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

情報を得たうえでゕ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 

構築するゕ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 クラゕント ゕプリケーションまたはリッチ クラゕント ゕプリケー

ションとして開発できます。リッチ クラゕント モバル ゕ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 クラゕント ゕプリケーションでは、
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接続型のシナリオだけをサポートします。モバル ゕプリケーションを設計する際には、デバスのリ

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

フゖカル ユーザー ンターフェスを備えたスタンドゕロン ゕ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ゕクセスする必要があれば、リッチ クラゕント ゕ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 メデゖゕ コンテンツやグラフゖカル コンテンツを表示するように開発できます。リッチ ンター

ネット ゕプリケーションは、クラゕントの一部の機能へのゕ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、クラゕントがローカル システムやリモー

ト システムからその機能にゕ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。この種類のゕプリケー

ションの目的は、クラゕ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ゖング 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ゕプリケーションを設計および構築できます。概して、このような種類のゕプリケーショ

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、一般的なゕ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 

モバル ゕプリケーション ハンドヘルド デバスのサポート 

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 クラゕント  クラゕント リソースを活用する機 配置が複雑 (ただし、ClickOnce、
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ゕプリケーション 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 

オフラン シナリオや不定期に接続

するシナリオのサポート 

Windows ンストーラー、XCOPY 

など、さまざまなンストール 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 ンターネット  

ゕプリケーション (RIA) 

リッチ クラゕント ゕプリケーシ

ョンと同じ機能豊富なユーザー ン

ターフェス 

リッチ メデゖゕ、ストリーミング 

メデゖゕ、およびグラフゖカルな表

示のサポート 

Web クラゕントと同じ配布機能 

(対象範囲) による簡単な配置 

簡単なゕ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 ゕプリケーションに比べてゕプ

リケーションのリソース使用量が多

い。 

リッチ クラゕント ゕプリケーシ

ョンに比べてクラゕント リソース

を使用する際の制約が厳しい。 

クラゕントに適切なランタム フ

レームワークを配置する必要があ

る。 

サービス ゕプリケーション クラゕ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ゕプリケーショ

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 ゕプリケーション 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 ンターフェ

スの提供が難しい。 

 

それぞれのゕ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、各ゕプリケーションの種類について詳しく説明します。 
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 モバル ゕプリケーションの原型 

 リッチ クラゕント ゕプリケーションの原型 

 リッチ ンターネット ゕプリケーションの原型 

 サービス ゕプリケーションの原型 

 Web ゕプリケーションの原型 

 

このガドでは、いくつかの特殊なゕ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 ゕ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 

モバル ゕプリケーションは、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 (図 1 参

照)。 
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図 28  

モバル ゕプリケーションの一般的な構造 

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 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、ビジネス レヤーとデータ レヤーはサーバーに配置されま

す。モバル ゕ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。モバルゕ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、他のゕ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 ベースのンフラストラクチャを使用して制

御された方法でモバル クラゕント ゕプリケーションに公開されます。 

次のような場合は、モバル ゕ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 がゕプリケーションでサポートされている 
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 オフラン シナリオや不定期に接続するシナリオをゕプリケーションでサポートする必要がある (この場

合、通常はモバル リッチ クラゕント ゕプリケーションが最適です) 

 ゕプリケーションがデバ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

常はモバル Web ゕプリケーションが最適です) 

 

モバル ゕプリケーションの設計方法については、第 24 章「モバル ゕ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 クラゕントのユーザー ンターフェスでは、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、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 クラゕント ゕプリケーションは、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 (図 2 参照)。 

 

図 29  
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リッチ クラゕント ゕプリケーションの一般的な構造 

リッチ クラゕント ゕ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、

他のゕ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 クラゕント ゕ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ゕプリケーションでサポートする必要がある 

 ゕプリケーションがクラゕント PC 上に配置される 

 ゕ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 

 ゕプリケーションの 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 の高度なグラフゖック

機能やメデゖゕ機能は必要ない 

 ゕプリケーションでクラゕント PC のリソースを使用する必要がある 

 

リッチ クラゕント ゕプリケーションの設計方法については、第 22 章「リッチ クラゕント ゕプリケーション

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 ンターネット ゕプリケーション (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 

ゕ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) 

レヤー、サービス 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 (図 3 参照)。 
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図 30  

リッチ ンターネット ゕプリケーションの一般的な構造 

通常、RIA では、クラゕント側のプラグンやホストされた実行環境 (XAML ランタム、Silverlight など) が使

用されます。このプラグンでは、クラゕントのプラグ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 ンターネット ゕプリケーションの使用を検討します。 

 ゕプリケーションでリッチ メデゖゕをサポートする必要があり、多数のグラフゖックスを表示する必要が

ある 

 Web ゕ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 

 ゕプリケーションで、制限された方法でクラゕント側の処理を利用する 

 ゕプリケーションで、制限された方法でクラゕ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 
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リッチ ンターネット ゕプリケーションの設計方法については、第 23 章「リッチ ンターネット ゕプリケーシ

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 

このガドでは、機能の単位へのゕクセスを提供するパブリック ンターフェスのことを "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 ゕプリケーションは、通常、サービス 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 (図 

4 参照)。 

 

図 31  

サービス ゕ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ゕクセスできます。また、サービスは

メッセージ指向です。つまり、ンターフェスは 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、
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メッセージとンターフェ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ンターフェ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 ゕプリケーションの使用を検討します。 

 ゕプリケーションで UI を必要としない機能を公開する 

 ゕプリケーションがクラゕントと疎結合されている必要がある 

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

 ンターネット経由、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ゕプリケーションに

よって使用される機能をゕ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 ゕプリケーションの設計方法については、第 25 章「サービス ゕ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 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。このロジックは、多数の別個のレヤーで構成

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

された 3 つのレヤーによるゕーキテクチャです (図 5 参照)。 

 

図 32  

Web ゕプリケーションの一般的な構造 
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通常、Web ゕ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ゕクセスします。また、

S+S のホストされているサービス、Web サービスなど、他のゕ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 ゕプリケーションの使用を検討します。 

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

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 ンターフェスがプラットフォームから独立している必要がある 

 ゕプリケーションにンターネット経由でゕクセスできる必要がある 

 クラゕント側の依存関係、およびリソースの使用量 (デゖ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 ゕプリケーションの設計方法については、第 21 章「Web ゕプリケーションの設計」を参照してください。 
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21 

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。 
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図 33  

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。 
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 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。 
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 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。 
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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。 
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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。 
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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。 
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 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



| 302  

 

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、
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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。 
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 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。 
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 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。 
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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。 
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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。 
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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。 
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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 34  

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。 
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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。 
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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。 
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 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
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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。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998469.aspx
http://martinfowler.com/eaaCatalog
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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。 

 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。 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc707841.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304800.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998421.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998421.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972319.aspx
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978605.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/aa292470(VS.71).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998530.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998530.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms994921.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms994921.aspx
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22 

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。 
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図 35  

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
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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。 
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 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 
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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 
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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
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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
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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



| 323  

 

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。 
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 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。 
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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。 
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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
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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
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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。  
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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
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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
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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。 
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 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)。 
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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 36  

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 37  

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。 
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図 38  

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 39  

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。 
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 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。 
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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
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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。 

http://martinfowler.com/eaaCatalog
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972319.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms996483.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998421.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998421.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304800.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458924.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458863.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458863.aspx
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx
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 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。 

 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/ms998506.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998506.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817645.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee817655.aspx
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23 

リッチ ンターネット ゕプリケーション

の設計 

概要 

この章では、リッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA) の主要なシナリオについて説明し、RIA で使用され

るコンポーネントについて説明します。また、RIA の設計に関する重要な考慮事項についても紹介します。具体的

には、パフォーマンス、セキュリテゖ、および配置のガドランに加え、RIA 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説明します。 

RIA では、リッチ グラフゖックスとストリーミング メデゖゕのシナリオをサポートするだけでなく、Web ゕプリ

ケーションの配置と保守容易性に関して多くのメリットを提供します。RIA は、Asynchronous JavaScript and 

XML (AJAX) などのブラウザー コードを活用する拡張機能内ではなく、Microsoft® Silverlight® などのブラウザ

ー プラグン内で実行できます。一般的な RIA では、プレゼンテーションを処理するクラゕント側ゕプリケーシ

ョンと組み合わせて Web ンフラストラクチャを使用します。プラグンでは、リッチ グラフゖックスをサポー

トするラブラリのルーチン、およびセキュリテゖを確保するためにローカル リソースへのゕクセスを制限するコ

ンテナーを提供します。RIA では、通常の Web ゕプリケーションで実行できるコードよりも大規模で複雑なクラ

ゕント側コードを実行できるので、Web サーバーの負荷を削減できます。図 1 に RIA の一般的な構造を示します。 
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図 40  

一般的な RIA のゕーキテクチャ (破線はオプション コンポーネント) 

一般的なリッチ ンターネット 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。 

RIA では、ビジネス プロセスの一部がクラゕントに移動されることがよくあり、場合によってはデータ ゕクセス 

コードもクラゕントに移動されます。そのため、ゕプリケーションのシナリオによっては、ビジネス レヤーと
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データ レヤーの機能の一部または全部がクラゕントに含まれていることがあります。図 1 は、ビジネス プロセ

スの一部をクラゕントに実装する通常の方法を示しています。 

 

RIA は、バックエンドのビジネス サービスを表示する軽量なンターフェスになることもあれば、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、バックエンド サービス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。そのため、RIA にはさまざまな設計と実装があります。ただし、プレゼンテーション レ

ヤーとプレゼンテーション レヤーがバックエンド サービスと通信する方法に関しては、適切にゕーキテクチャ

を設計するための一般的な手法がいくつかあります。このような手法のほとんどは、分離したコンポーネントをゕプ

リケーションで使用しやすくすることで、依存関係を軽減し、保守とテストを容易にし、再利用性を高める既存の設

計パターンに基づいています。 

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。 

設計に関する一般的な考慮事項 

次のガドランでは、RIA を設計する際に考慮する必要があるいくつかの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、RIA 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。 

 ユーザー、機能豊富なインターフェイス、および配置しやすさに基づいて RIA を選択する: 重要なユ

ーザーが、RIA をサポートするブラウザーを使用している場合は、RIA の設計を検討します。重要なユ

ーザーの一部が RIA をサポートしていないブラウザーを使用している場合は、ブラウザーの選択肢を 

RIA をサポートしているバージョンに限定できるかどうか検討します。ブラウザーの選択肢を変更でき

ない場合は、そのことによって失うユーザー数が、別の種類のゕプリケーション (AJAX を使用した 

Web ゕプリケーションなど) を選択する必要があるほど多いかどうか検討します。RIA の場合、クラ

ゕントで信頼できるネットワーク接続が使用できることを想定すると、配置と保守は Web ゕプリケ

ーションと同じくらい簡単に行えます。RIA は、基本的な HTML よりも高度な視覚表現が必要な Web 

ベースのシナリオに適しています。高度な機能を備え、コードのカスタマズが可能な Web ゕプリケ

ーションと比べて、RIA は動作の一貫性を維持しやすく、サポートするさまざまなブラウザー間での必
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要なテストが少なく済みます。RIA は、ストリーミング メデゖゕのゕプリケーションにも最適です。

ただし、非常に複雑な複数ページにわたる UI にはあまり適していません。 

 サービスを利用する Web インフラストラクチャを使用するように設計する: RIA には、Web ゕプリ

ケーションと同様のンフラストラクチャが必要です。通常、RIA ではクラゕントで処理を実行しま

すが、たとえばデータをデータベースに保存するために、ネットワークに接続している他のサービスと

も通信します。 

 クライアントの処理能力を利用するように設計する: RIA はクラゕント コンピューターで実行される

ので、クラゕント コンピューターで提供されるすべての処理能力を利用できます。ユーザー エクス

ペリエンスを向上するために、できる限り多くの機能をクラゕントに移動することを検討します。た

だし、クラゕントのロジックは回避される可能性があるので、機密なビジネス ルールはサーバーで

実行する必要があります。 

 ブラウザーのサンドボックス内で実行するように設計する: RIA では、既定で高レベルのセキュリテゖ

が設定されているので、カメラ、ハードウェゕのビデオ ゕクセラレータなど、コンピューター上のす

べてのリソースにゕクセスできるわけではありません。ローカルフゔル システムへのゕクセスは制

限されています。ローカル記憶域は使用できますが、使用できる領域には制限があります。 

 UI の要件の複雑さを特定する: UI の複雑さを検討します。RIA は、1 つの画面ですべての操作を実行

できる場合に最適な状態で動作します。実装を複数の画面に拡張することもできますが、そのためには

追加のコードが必要になったり、画面のフローについて考慮する必要があります。すべての手順を最初

からやり直さなくても、ユーザーが簡単に画面の間を移動および一時停止して、画面のフローの適切な

位置に戻れるようにする必要があります。複数ページの UI の場合は、デゖープ リンクの設定の手法を

使用します。また、Uniform Resource Locator (URL)、履歴リスト、およびブラウザーの [戻る] ボ

タンと [進む] ボタンを操作して、ユーザーが画面から画面に移動する際に混乱が生じないようにしま

す。 

 アプリケーションのパフォーマンスや応答性が向上するシナリオを使用する: 一般的なゕプリケーショ

ンのシナリオを一覧にして確認し、ゕプリケーションのコンポーネントを分割して読み込む方法、デー

タのキャッシュ方法、およびビジネス ロジックをクラゕントに移動する方法を決定します。ゕプリ

ケーションのダウンロードと起動にかかる時間を短縮するために、機能を個別のダウンロード可能なコ

ンポーネントに分割します。 

 プラグインがインストールされていないシナリオを考慮して設計する: RIA にはブラウザー プラグン

が必要なので、処理を中断することなくプラグンをンストールできるように設計する必要がありま

す。クラゕントがプラグンにゕクセスできるかどうか、必要なゕクセス許可を持っているかどうか、
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およびプラグンをンストールする必要があるかどうかを考慮します。ンストール プロセスをど

のように制御できるか検討します。有用なエラー メッセージを表示したり、代わりの Web UI を表示

したりすることで、ユーザーがプラグンをンストールできない場合に備えます。 

 

RIA 固有の上記ガドランに加えて、リッチ クラゕント ゕプリケーション全般 (モバル リッチ クラゕン

ト ゕプリケーションを含む) に関するより一般的なガドランも考慮します。具体的には、プレゼンテーション 

ロジックとンターフェスの実装の分離、プレゼンテーション タスクとプレゼンテーション フローの特定、ビジ

ネス ルールやンターフェスと無関係な処理の分離、共通のプレゼンテーション ロジックの再利用、クラゕン

トとそのクラゕントで使用するすべてのリモート サービスの疎結合、他のレヤーのオブジェクトとの密結合の

回避、リモート レヤーにゕクセスする際のラウンド トリップの回数削減などのガドランを考慮します。詳細

については、第 22 章「リッチ クラゕント ゕプリケーションの設計」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 

 キャッシュ 

 通信 

 構成 

 データ ゕクセス 

 例外管理 

 ログ記録 

 メデゖゕとグラフゖックス 

 モバル 

 移植性 

 プレゼンテーション 

 状態管理 

 検証 
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ビジネス レイヤー 

ほとんどのシナリオでは、RIA は、ゕプリケーションの外部に配置されたデータや情報にゕクセスします。情報の

性質はさまざまですが、多くの場合はビジネス システムから抽出されます。パフォーマンスとユーザビリテゖを最

大限に高めるために、一部のビジネス プロセスのタスクをクラゕントに配置することを検討します。ビジネス レ

ヤーとサービス レヤーの間の通信を設計する際には、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。クラゕ

ントのビジネス レヤーでは、サービス エージェントを使用してサービス ンターフェスにゕクセ

スする必要があります。通常、サービスの定義を使用してサービス プロキシを生成すると、サービス 

エージェントを実装できます。 

 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、ゕプリケーションのパフォーマンスと応答性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 ロジックをゕプリケーション サーバーに配置する必要が

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

法と要件の変化に応じてクラゕントで自動的にビジネス ルールを更新する方法を検討します。クラ

ゕントの起動時にビジネス レヤーからビジネス ルールの情報を取得することもできます。 

 RIA で UI が表示されないンスタンスを作成できる場合は、そのンスタンスを使用して、ブラウザ

ーでサポートされる柔軟性の低い言語ではなく、より構造化され、強力な、または使い慣れたプログラ

ミング言語 (C# など) を使用するビジネス プロセスを実装することを検討します。 

 ビジネス ロジックがクラゕントとサーバーで重複している場合、RIA で使用できれば、クラゕン

トとサーバーで同じコード言語を使用します。このようにすると、言語の実装の違いが減少し、ルール

の処理方法の一貫性を保ちやすくなります。サーバー側にもクラゕント側にも配置できるドメン 

モデルは、できる限り同じモデルにする必要があります。 

 セキュリテゖ上の理由から、暗号化されていない機密ビジネス ロジックをクラゕントに配置しない

ようにします。ダウンロードされる XAP フゔルのコードは、簡単に逆コンパルされる可能性があ

ります。機密ビジネス ロジックは、サーバーに配置し、Web サービスを使用してゕクセスするように

します。 

 

ビジネス レヤーの実装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。 
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キャッシュ 

一般に、RIA ではブラウザーの標準的なキャッシュ メカニズムを使用します。リソースを効率的にキャッシュする

と、ゕプリケーションのパフォーマンスが向上します。キャッシュの方針を設計する際には、次のガドランを考

慮します。 

 大規模なクラゕント ゕプリケーションを小規模で個別にダウンロード可能なコンポーネントに分割

すると、これらのコンポーネントをキャッシュしてパフォーマンスを向上し、ネットワークのラウンド 

トリップの回数を最小限に抑えることができます。できる限り、起動時にゕプリケーション全体をダウ

ンロードしてンスタンス化することは避けます。ンストール、更新、およびユーザーに関する各シ

ナリオを使用して、ゕプリケーションのモジュールを分割して読み込む方法を開発します。たとえば、

起動時にスタブを読み込んでから、バックグラウンドで追加機能を動的に読み込みます。ベントを使

用して、必要になる直前にモジュールを効率的に読み込むことを検討します。 

 セッション中に変更される可能性が低いオブジェクトをブラウザーでキャッシュできるようにします。

セッション中に変更される情報、または複数のセッションにわたって保持される情報には、専用の RIA 

のローカル記憶域を使用します。 

 意図しない例外を回避するために、書き込むデータを格納するのに十分な領域が分離ストレージにある

ことを確認します。ストレージの容量は自動的に増加しないので、ユーザーに容量を増やすよう依頼す

る必要があります。 

 

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 

RIA では、ブラウザーの処理がブロックされないように、サービスの非同期呼び出しモデルを使用する必要があり

ます。設計時には、ドメン間、プロトコル、およびサービス効率に関する問題を考慮する必要があります。RIA 

のバックグラウンド操作には、できる限り独立したスレッドを使用することを検討します。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。 

 実行時間の長い操作がある場合は、バックグラウンド スレッドや非同期実行を使用して UI スレッドの

ブロックを回避することを検討します。 

 RIA と RIA で呼び出されるサービスで、セキュリテゖ情報を含む互換性のあるバンドが使用される

ようにします。サービスを通じて認証する場合は、RIA でサポートされているバンドを使用するよう

にサービスを設計します。 
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 機密情報と通信チャネルを保護するために、ンターネット プロトコル セキュリテゖ (IPSec) や 

Secure Sockets Layer (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。 

 RIA クラゕントからダウンロード元以外のサーバーにゕクセスする必要がある場合は、ドメン間の

構成メカニズムを使用して、他のサーバーやドメンにゕクセスできるようにします。 

 Windows Communication Foundation (WCF) で二重化メカニズムを使用して、クラゕントでポー

リングを行うとサーバーに高い負荷がかかる場合はデータをクラゕントに配置し、サービスを使用す

るよりもデータをサーバーに配置した方がはるかに効率的な場合 (中央サーバーを使用してリゕルタ

ムで複数のプレーヤーが参加するゲームなど) はデータをサーバーに配置することを検討します。ただ

し、フゔゕウォールとルーターで一部のポートやプロトコルがブロックされる場合があることに注意

してください。詳細については、この章の最後の「関連情報」を参照してください。 

 

サービスの設計に関する詳細については、第 25 章「サービス ゕプリケーションの設計」を参照してください。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 

構成を使用すると、ゕプリケーション全体を再実装または再配置しなくてもより簡単に管理または拡張できるゕプリ

ケーションを構築できます。また、多数のモジュールに基づいてゕプリケーションを実装して、これらのモジュール

に含まれるコンポーネントを疎結合できます。このようにすると、新しいモジュールや新しいバージョンのモジュー

ルを配置してゕプリケーションを拡張したり、ユーザーによるカスタマズやパーソナル化、またはユーザーの役割

やタスクに合わせたカスタマズを簡略化できます。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。 

 構成がシナリオに適しているかどうかを評価します。適している場合は、最適な構成モデル パターン

を特定します。構成を使用すると、ほとんどまたはまったく変更しなくても、さまざまなシナリオで再

利用できるゕプリケーションを設計できます。ただし、依存関係が発生して頻繁にゕプリケーションを

再配置しなければならない設計は避けます。 

 構成が適しているのは、異なるソースの情報や機能を統合するマッシュゕップ ゕプリケーション、ま

たはユーザーがゕプリケーションを拡張したりカスタマズしたりできる場合です。 
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データ アクセス 

RIA では、AJAX クラゕントと同じ方法で、Web サーバーからサービス経由でデータを要求します。クラゕン

トでデータを取得したら、データをキャッシュしてパフォーマンスを最大限に高めることができます。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。 

 クラゕント側でキャッシュを使用して、サーバーへのラウンド トリップの回数を最小限に抑え、よ

り応答性の高い UI を提供します。 

 クラゕント側ではなくサーバー側でデータをフゖルター処理して、ネットワーク経由で送信する必要

があるデータ量を削減します。 

 

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。 

例外管理 

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容易

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、

RIA では、エラーの発生時に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サーバーでのログ記録を検

討する必要があります。さらに、非同期例外の管理や、クラゕントとサーバーのコード間で例外を調整することも

検討する必要があります。例外管理のメカニズムを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 同期例外と非同期例外の両方を考慮して設計します。同期コードの例外をトラップするには、try ブロ

ックと catch ブロックを使用します。非同期のサービス呼び出しの例外ハンドルは、そのような例外

専用に設計されたハンドラーに配置します。たとえば、Silverlight では OnError ハンドラーに配置し

ます。 

 ハンドルされない例外をキャッチしてハンドルする方法を設計します。RIA のハンドルされない例外は、

ブラウザーに渡されます。ハンドルされない例外を使用すると、ユーザーがブラウザーのエラー メッ

セージを破棄した後でも RIA を実行し続けることができます。できる限り、ユーザーにはわかりやす

いエラー メッセージを提供します。実行し続けるとゕプリケーション データの整合性に悪影響が及ぶ

場合や、ゕプリケーションの状態がまだ安定しているとユーザーが誤解する可能性がある場合は、プロ

グラムの実行を停止します。 

 ハンドルできる内部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。 
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 適切な例外の伝達に関する方針を設計します。たとえば、例外の境界レヤーへの伝播を許可し、次の

レヤーに渡される前に、必要に応じて境界レヤーでログ記録や変換が実行されるようにします。 

 重大なエラーと例外のログ記録および通知に関する適切な方針を設計して、機密情報を開示しないよう

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 

デバッグ目的や監査目的のログ記録は、RIA では困難な場合があります。たとえば、Silverlight ゕプリケーション

ではクラゕントのフゔル システムを使用できないので、クラゕントとサーバーの処理は非同期に行われます。

クラゕント ユーザーのログ フゔルをサーバーのログ フゔルにまとめて、プログラムの実行に関する全体像

を把握する必要があります。ログ記録の方針を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 RIA のログ記録コンポーネントに関する制限事項を考慮します。一部の RIA では、各ユーザーの情報

を別個のログ フゔルに記録します。場合によっては、これらのフゔルはデゖスクのさまざまな場

所に配置されています。 

 クラゕントのログを処理する目的でサーバーに転送する方針を決定します。クラゕント コンピュ

ーターに固有の問題のトラブルシューテゖングを行う場合は、同じコンピューターを使用している別の

ユーザーのログを再統合しなければならないこともあります。クラゕント コンピューターは複数の

ユーザーが使用している場合があるので、ログは、コンピューターごとではなく、ユーザーごとに分割

します。 

 ログ記録に分離ストレージを使用している場合は、容量の上限について、および必要に応じてユーザー

にストレージの容量を増やすよう依頼する必要があるかどうかについて検討します。 

 重大なエラーはログに記録します。また、例外の発生もログに記録してログをサーバーに転送できるよ

うにすることを検討します。 

 

メディアとグラフィックス 

RIA では、通常の Web ゕプリケーションよりもはるかに優れたエクスペリエンスと高度なパフォーマンスが提供さ

れます。このため、RIA プラットフォームに組み込まれたメデゖゕ機能を調べて活用します。スタンドゕロンのメ

デゖゕ プレーヤーでは使用できるが、RIA プラットフォームでは使用できない可能性がある機能に注意します。マ

ルチメデゖゕとグラフゖックスを設計する際には、次のガドランを考慮します。 
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 個別のプレーヤー ユーテゖリテゖを呼び出すのではなく、ブラウザーでストリーミング メデゖゕやス

トリーミング ビデオを使用するように設計します。一般に、変化する帯域幅の問題にシームレスに対

処するには、必ず RIA クラゕントと組み合わせてゕダプテゖブ ストリーミングを使用する必要があ

ります。 

 パフォーマンスを向上するために、メデゖゕ オブジェクトをピクセル単位で配置してネテゖブ サ

ズで表示し、最高の描画パフォーマンスを実現するために、ネテゖブなベクター グラフゖックス エ

ンジンを使用します。 

 グラフゖックスを非常に多く使用するゕプリケーションのプログラムを作成している場合は、RIA でハ

ードウェゕ ゕクセラレータが提供されているかどうか確認します。ゕクセラレータが提供されていな

い場合は、許容できる描画パフォーマンスのベースランを作成します。描画パフォーマンスが許容で

きる範囲を下回る場合は、グラフゖックス エンジンの負荷を軽減する計画を検討します。 

 描画領域のサズに注意します。実際に変化している部分の領域だけを再描画します。重なった領域が

不要な場合は削減して、ブレンドを削減します。プロフゔルとデバッグの手法 (Silverlight の 

EnableRedrawRegions = true という設定など) を使用して、再描画される領域を特定します。ぼか

しなどの一部の効果を使用すると、領域内のすべてのピクセルが再描画される可能性があることに注意

してください。ウゖンドウのないコントロールや透明なコントロールを使用する場合も、意図しない再

描画やブレンドが発生する可能性があります。 

 

モバイル 

RIA では、通常のモバル ゕプリケーションよりもはるかに優れたエクスペリエンスが提供されます。このため、

使用する RIA プラットフォームに組み込まれているメデゖゕ機能を活用します。モバル デバスのマルチメデゖ

ゕとグラフゖックスを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 RIA をモバル クラゕントに配置する必要がある場合は、サポート対象のデバスで RIA のプラグ

ン実装を使用できるかどうか調べます。非モバル プラットフォームと比べて、RIA のプラグン

の機能が少ないかどうかを確認します。 

 可能な場合は、単一のコードベースや類似したコードベースを使用します。そのうえで、必要に応じて

特定のデバス用にコードを分岐します。 

 UI のレゕウトと実装がモバル デバスの小さな画面サズに適していることを確認します。RIA 

はモバル デバス上で動作しますが、Windows Mobile 向けに設計する場合は、デバスの種類ご

とに異なるレゕウト コードを使用してさまざまな画面サズによる影響を軽減します。 
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モバル ゕプリケーションの実装に関する詳細については、第 24 章「モバル ゕプリケーションの設計」を参照

してください。 

移植性 

RIA の主なメリットの 1 つは、異なるブラウザー間、オペレーテゖング システム間、およびプラットフォーム間に

おけるコンパル済みコードの移植性です。同様に、単一ソースのコードベースや類似したコードベースを使用する

と、プラットフォームの柔軟性を維持しながら開発と保守にかかる時間とコストを削減できます。移植性に関する設

計を行う際には、次のガドランを考慮します。 

 ネテゖブな RIA のコード ラブラリを最大限に活用し、"1 回記述すれば任意の箇所で実行できる" 

ことを目標に設計します。ただし、全体的なプロジェクトの複雑さや機能のトレードオフのために必要

な場合は、コードを分岐します。 

 RIA ゕプリケーションと Web ゕプリケーションのどちらを作成するかを決める際には、Web ゕプリ

ケーションではブラウザー間の違いが原因で ASP.NET コードや JavaScript コードの大規模なテスト

が必要になることを考慮します。RIA ゕプリケーションの場合、開発者ではなくプラグンの作成者が、

さまざまなプラットフォーム間の一貫性を確保する必要があります。このため、プラットフォームとブ

ラウザーの組み合わせごとにテストするコストが大幅に減少します。 

 ユーザーが RIA を複数のプラットフォームで実行する場合は、1 つのプラットフォームでしか使用で

きない機能 (Windows 統合認証など) は使用しないようにします。さまざまなクラゕントで使用で

きる移植可能な RIA のルーチンと機能に基づいて、ソリューションを設計します。 

 リッチ クラゕント ゕプリケーションと RIA を開発する場合は、patterns & practices の 

Composite Client Application Guidance など、両方のプラットフォームに対応できる言語や開発環境

の使用を検討します。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。 

 

プレゼンテーション 

通常、RIA の実行はブラウザーに限定されているので、多くの場合は単一の一元的なンターフェスとして設計

すると最適な状態で動作します。複数のページを備えたゕプリケーションでは、ページ間のリンク方法を検討する必

要があります。プレゼンテーションに関する設計を行う際には、次のガドランを考慮します。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx
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 Separated Presentation パターンを使用して、ゕプリケーションの視覚表現とゕプリケーションのプ

レゼンテーション ロジックを分離します。 

 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。 

 複数ページの UI の場合は、デゖープ リンクの設定の手法を使用することで、ゕプリケーションの個々

のページを一意に識別し、そのページに移動できるようにします。 

 ブラウザーの [戻る] ボタンと [進む] ボタンのベントをトラップして、ページ外への意図しないナビ

ゲーションを回避します。また、通常の Web ページと同様のナビゲーションを実装するために、ブラ

ウザーのゕドレス バーのコンテンツを操作する機能や履歴リストの使用を検討します。 

 

プレゼンテーション レヤーの実装に関する詳細については、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 

分離ストレージを使用すると、ゕプリケーションの状態をクラゕントに格納できます。分離ストレージは、状態を

複数のユーザー セッション間でローカルで保持したり、キャッシュしたりするのに役立ちます。分離ストレージの

管理方法は、ブラウザー キャッシュとは異なります。データを分離ストレージに書き込むゕプリケーションでは、

書き込んだデータを直接削除するか、ユーザーにデータを削除するよう明示的に通知する必要があります。状態管理

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。 

 状態をクラゕントの分離ストレージに格納して、セッション中や複数のセッション間で状態を保持し

ます。ゕプリケーションが機能するために必要な状態は、必ずサーバーに保存する必要があります。ま

た、状態をサーバーに保存すると、ユーザーが別のコンピューターからログオンする際に、保存された

状態にゕクセスすることもできます。 

 複数の RIA ンスタンスが起動することは回避できないので、複数の同時セッションを考慮して設計

します。状態管理の同時実行を考慮して設計するか、ゕプリケーションの状態が不適切にならないよう

に複数のセッションを検出するように設計します。 
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検証 

検証を実行するには、クラゕントのコードを使用するか、サーバーに配置されたサービスを使用する必要がありま

す。クラゕントで複雑な検証が必要な場合は、検証ロジックを別個のダウンロード可能なゕセンブリに分離します。

このようにすると、検証規則を管理しやすくなります。検証に関する設計を行う際には、次のガドランを考慮し

ます。 

 ユーザー エクスペリエンスを最大限に高めるためにクラゕント側の検証を使用しますが、セキュリ

テゖを確保するために必ずサーバー側の検証も使用します。一般に、クラゕントが制御するすべての

データに悪意があることを前提とします。サーバーでは、サーバーに送信されたすべてのデータを再検

証する必要があります。クエリ文字列、Cookie、HTML コントロールなど、すべてのソースからの入

力を検証するように設計します。 

 データを制限、拒否、および一部削除する検証メカニズムを設計します。また、入力の長さ、範囲、形

式、および型を検証します。サーバーの信頼境界を特定し、信頼境界を越えるデータを検証します。 

 分離ストレージを使用してクラゕント固有の検証規則を保持することを検討します。サーバーのリソ

ースにゕクセスする必要がある規則の場合は、サーバー上で検証を実行するサービスを呼び出すことで

効率が高まるかどうかを評価します。 

 変更される可能性のあるクラゕント側の検証コードが大量にある場合は、このようなコードを別個の

ダウンロード可能なモジュールに配置して、RIA ゕプリケーション全体を再度ダウンロードしなくても

簡単に置き換えられるようにします。 

 

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。 

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素が含まれ、あらゆる種類のゕプリケーションに不可欠です。リッチ ンターネッ

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 ンター

ネット 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。 
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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。 

 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。 

 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、シングル サンオン (SSO) のメカニズム、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 UI テクノロジの検証機能を利用できる場合もあります。 

 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 

通常、ゕプリケーション データにはネットワークに接続しているサービスを経由してゕクセスします。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。通常、

ゕプリケーション 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で使用されるデー

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 ン

ターネット 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、
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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。 

 

テクノロジに関する考慮事項 

次のガドランでは、Silverlight と Microsoft Windows Communication Foundation (WCF) について説明し、

これらのテクノロジに関する具体的なガダンスを提供します。現時点では、最新バージョンは WCF 3.5 と 

Silverlight 3.0 です。このガドランは、適切なテクノロジを選択して実装するのに役立ちます。 

バージョンとターゲット プラットフォーム 

 このガドの公開時には、Silverlight for Mobile はリリースが予定された製品であり、開発中の製品

でした。 

 現在、Silverlight ではプラグンを使用して、Safari、Firefox、および Microsoft Internet Explorer 

の各ブラウザーをサポートしています。これらのブラウザーを通じて、現在、Silverlight では Mac と 

Windows をサポートしています。また、2008 年には Windows Mobile のサポートも発表されました。

Moonlight と呼ばれるオープン ソースの Silverlight の実装では、Linux システムと Unix X11 システ

ムをサポートしています。 

 Silverlight では、C#、Iron Python、Iron Ruby、および Visual Basic® .NET の各開発言語をサポ

ートしています。また、ほとんどの XAML コードは WPF ホストと Silverlight ホストの両方で実行で

きます。 

 Silverlight 2.0 では、入力とデータ検証を実行するにはカスタム コードを実装する必要がありました。

Silverlight 3.0 では、データ バンドを使用した例外に基づくデータ検証をサポートしています。こ

の機能が Silverlight 3.0 以降のバージョンでサポートされているかどうかを確認するには、該当バー

ジョンのドキュメントを参照してください。 

 

セキュリティ 

 Silverlight では .NET の暗号化 API を使用できます。まだ別のメカニズムを使用して暗号化していな

い場合に機密情報を格納したりサーバーに送信したりするときには、このような暗号化 API を使用す

る必要があります。 

 Silverlight では、ログンしている特定のユーザーに関するログをユーザー ストゕ内の個別のフゔ

ルに記録します。コンピューター全体に関するログを 1 つのフゔルに記録することはできません。 
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 Silverlight では、ダウンロードされるモジュールが隠ぺいされないので、モジュールが逆コンパルさ

れてプログラミング ロジックが抽出される可能性があります。 

 

通信 

 Silverlight では、Web サービスへの非同期呼び出しのみをサポートしています。 

 Silverlight では、BasicHttpBinding のみをサポートしています。.NET Framework 3.5 の WCF では 

BasicHttpBinding をサポートしていますが、既定ではセキュリテゖが有効になっていません。少なく

ともトランスポート セキュリテゖを有効にして、サービスの通信をセキュリテゖで保護するようにし

ます。 

 Silverlight では、別のドメンのサービスを現在のページのソースで呼び出すために、2 つのフゔル

形式をサポートしています。Silverlight 専用の clientaccesspolicy.xml フゔルを使用することも、

Adobe Flash と互換性がある crossdomain.xml フゔルを使用することもできます。Silverlight ク

ラゕントがゕクセスする必要があるサーバーのルートに、このフゔルを配置します。 

 大量のデータをサーバーから転送する必要がある場合は、Silverlight ゕプリケーションで ADO.NET 

Data Services を使用することを検討します。 

 ブラウザーのセキュリテゖ モデルのため、現在、Silverlight ではサービスで公開される SOAP エラー

をサポートしていません。サービスでは、別のメカニズムを使用してクラゕントに例外を返す必要が

あります。 

 

コントロール 

 Silverlight には、専用に設計されたコントロールが用意されています。また、サード パーテゖから追

加のコントロール パッケージが公開される可能性があります。 

 表示可能な HTML コンテンツやコントロールを Silverlight ゕプリケーションで表示する場合は、

Silverlight のウゖンドウのないコントロールを使用します。 

 Silverlight 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。 

 Silverlight では、すべての UI コンポーネントでゕンチエリゕシングが実行されるので、ピクセル単

位での UI 要素のスナップに関する推奨事項を検討します。 

 

ストレージ 
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 Silverlight のローカル記憶域メカニズムは、クラゕント コンピューターにある分離ストレージのキ

ャッシュです。最大容量の初期値は 1 MB です。ストレージの最大容量に制限はありませんが、

Silverlight では、ゕプリケーションからユーザーにストレージの容量を増やすように要求する必要があ

ります。 

 

「Contrasting Silverlight and WPF」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458872.aspx、英語) も参

照してください。 

配置に関する考慮事項 

RIA では、配置と保守容易性に関して Web ゕプリケーションと同じメリットが多数提供されます。個別にダウンロ

ードしてキャッシュできる独立した複数のモジュールとして RIA を設計し、ゕプリケーション全体ではなく 1 つの

モジュールを置き換えられるようにします。また、ゕプリケーションとコンポーネントのバージョンを管理して、ク

ラゕントで実行しているバージョンを検出できるようにします。配置と保守容易性に関する設計を行う際には、次

のガドランを考慮します。 

 RIA のブラウザー プラグンがンストールされていないシナリオの管理方法を検討します。 

 クラゕントでゕプリケーションのンスタンスを実行しているときにモジュールを再配置する方法を

検討します。 

 個別にキャッシュして、ユーザーにゕプリケーション全体を再度ダウンロードするように要求しなくて

も簡単に置き換えられる、論理的なモジュールにゕプリケーションを分割します。 

 コンポーネントのバージョンを管理します。 

 

RIA のプラグインのインストール 

RIA のブラウザー プラグンがンストールされていない場合、次のようにプラグンのンストールを管理する

方法を検討します。 

 イントラネット: ゕプリケーション配布ソフトウェゕまたは Microsoft Active Directory® デゖレクト

リ サービスのグループ ポリシー機能を使用して組織内の各コンピューターにプラグンを事前にン

ストールします (ただし、これらのソフトウェゕや機能を使用できる場合に限ります)。または、

Silverlight がオプション コンポーネントとして提供される Windows Update の使用を検討します。

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458872.aspx
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最後に、ブラウザーを通じた手動ンストールを検討します。この作業では、ユーザーがクラゕント 

コンピューターで管理者特権を持っている必要があります。 

 インターネット: ユーザーが手動でプラグンをンストールする必要があるので、最新のプラグン

をダウンロードする適切な場所へのリンクをユーザーに提供する必要があります。Windows ユーザー

の場合、Windows Update でプラグンがオプション コンポーネントとして提供されます。 

 プラグインの更新: 一般に、プラグンの更新では下位互換性を考慮します。特定のプラグンのバー

ジョンを対象とする場合もありますが、新しいバージョンのブラウザー プラグンの公開時には、そ

のバージョンでゕプリケーションの動作を確認する計画を実施することを検討します。ントラネット

のシナリオでは、新しいプラグンをゕプリケーションでテストしてから配布します。ンターネット

のシナリオでは、プラグンが自動更新されると仮定します。プラグンのベータ版を使用してゕプリ

ケーションをテストして、プラグンのリリース時にユーザーが円滑に移行できるようにします。 

 

分散配置 

RIA では、プレゼンテーション ロジックがクラゕントにコピーまたは移動されるので、分散ゕーキテクチャは、

RIA で最も使用される可能性が高い配置シナリオです。RIA の分散配置では、プレゼンテーション ロジックをクラ

ゕントに配置し、ビジネス レヤーをクラゕントまたはサーバーに配置するかクラゕントとサーバーで共有

することが可能で、データ レヤーを Web サーバーまたはゕプリケーション サーバーに配置します。通常は、パ

フォーマンスを最大限に高めるために、ビジネス ロジックの一部を (場合によってはデータ ゕクセス ロジックの一

部も) クラゕントに移動します。この場合、ビジネス レヤーとデータ ゕクセス レヤーは、クラゕントとゕ

プリケーション サーバーにまたがって拡張されます (図 2 参照)。 

 

 

図 41  

RIA の分散配置 

RIA の配置については、次のガドランを考慮します。 
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 ゕプリケーションが大規模な場合は、RIA のコンポーネントをクラゕントにダウンロードする際の処

理要件を考慮します。 

 ビジネス ロジックを他のゕプリケーションと共有している場合は、すべてのゕプリケーションがゕク

セスできるように、このビジネス ロジックをサービスとしてサーバー上で公開することを検討します。 

 ゕプリケーションでソケットや WCF を使用し、ポート 80 を使用していない場合は、他のポートを通

常ブロックしているフゔゕウォールがどのように影響するかを考慮します。 

 RIA クラゕントが必要に応じて他のドメンにゕクセスできるように、crossdomain.xml フゔル

を使用します。 

 

負荷分散 

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 RIA のクラゕント要求を別のサーバ

ーに分散することが可能です。負荷を分散すると、応答時間が短縮し、リソースの使用率が高まり、スループットが

最大限に高まります。図 3 に、負荷分散のシナリオを示します。 

 

図 42  

RIA の配置の負荷分散 

負荷分散を使用するように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。 
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 サーバー ゕフゖニテゖを回避します。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。サーバー ゕフゖニテゖが最も発生

しやすいのは、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場合です。 

 すべての状態をクラゕントに格納して、ステートレスなビジネス コンポーネントを設計することを

検討します。 

 ネットワーク負荷分散ソフトウェゕを使用して、ゕプリケーション フゔームのサーバーに要求をリダ

レクトする機能を実装することを検討します。 

 

Web ファームに関する考慮事項 

RIA ゕプリケーションのゕプリケーション サーバーに、ビジネス ロジック、データ ゕクセス、またはデータ処理

に関する重要な要件がある場合は、RIA クラゕントから複数のサーバーに要求を分散する Web フゔームの使用を

検討します。Web フゔームを使用すると、ゕプリケーションをスケールゕウトして、ハードウェゕ障害の影響を軽

減できます。ゕプリケーション用のサーバーを追加するには、負荷分散とクラスタリングのいずれかのソリューショ

ンを使用できます。次のガドランを考慮します。 

 クラスタリングを使用してハードウェゕ障害の影響を軽減することを検討します。また、ゕプリケーシ

ョンに、高い I/O 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。 

 サーバー ゕフゖニテゖまたはユーザー固有のキャッシュされたデータや状態をサポートする必要があ

る場合は、同じユーザーからのすべての要求を同一サーバーにルーテゖングするように Web フゔーム

を構成します。 

 サーバー ゕフゖニテゖを実装しない場合、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

できないため、サーバー ゕフゖニテゖを実装しない限り、Web フゔームでンプロセス セッション管

理は使用しないようにします。このシナリオには、ゕウトプロセスのセッション サービスまたはデー

タベース サーバーを使用します。 

 

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。 
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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、レヤー、通信、構成、プレゼンテーション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 

レヤー Service Layer: サービスのンターフェスと実装が単一のレヤーにグループ化された

ゕーキテクチャの設計パターンです。 

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。 

Command: 要求処理を、共通の実行ンターフェスを公開する別個のコマンド オブジ

ェクトにカプセル化します。 

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

Inversion of Control: ゕプリケーションでオブジェクトを使用するために満たす必要が

ある、他のオブジェクトやコンポーネントへのオブジェクトの依存関係を設定します。 

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。 

Supervising Presenter: プレゼンテーションの設計を 3 つの別個の役割に分離します。

View ではユーザーの入力を処理して Model コンポーネントに対してデータ バンドし、

Model ではビジネス データをカプセル化します。Presenter オブジェクトではプレゼンテ

ーション ロジックを実装して、View と Model 間の通信を調整します。 

Presentation Model: 現在の UI 開発プラットフォーム (View が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-Presenter (MVP) パターンの変化形です。 

 

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。 

Model-View-Controller (MVC) パターンと Application Controller 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。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458924.aspx
http://martinfowler.com/eaaCatalog
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Command パターンの詳細については、Erich Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson、John Vlissides 共著

『オブジェクト指向における再利用のためのデザン パターン』(ソフトバンク クリエテゖブ、1999 年) の第 5 

章「振る舞いに関するパターン」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 Layer パターンの詳細については、「P of EAA: Service Layer」

(http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/serviceLayer.html、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。 

 Silverlight の詳細については、Silverlight の公式 Web サト (http://silverlight.net/default.aspx、

英語) を参照してください。 

 WCF と Silverlight の併用する方法の詳細については、「方法: 双方向サービスを構築する」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645027(VS.95).aspx) と「方法: チャネル モデルで

双方向サービスにゕクセスする」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc645028(VS.95).aspx) を参照してください。 

 Silverlight に関するブログについては、Brad Abrams のブログ (http://blogs.msdn.com/brada/、

英語) と Scott Guthrie のブログ (http://weblogs.asp.net/Scottgu/、英語) を参照してください。 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms996483.aspx
http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/serviceLayer.html
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://silverlight.net/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645027(VS.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645028(VS.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc645028(VS.95).aspx
http://blogs.msdn.com/brada/
http://weblogs.asp.net/Scottgu/
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24 

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。 
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図 43  

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。 
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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
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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 
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 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。 
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 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。 
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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。 
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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、
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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。 
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 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。 
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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。 
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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。 
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 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。 
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 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。 
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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。 
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 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
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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。 



| 379  

 

 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 
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◦ 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。 
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 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
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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。 



| 383  

 

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。 

 

 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://www.microsoft.com/windowsembedded/ja-jp/developercenter/default.mspx
http://www.microsoft.com/windowsembedded/ja-jp/developercenter/default.mspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480471.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480471.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/sync/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa446519.aspx
http://www.asp.net/mobile/road-map/
http://blogs.msdn.com/webdevtools/archive/2007/09/17/tip-trick-asp-net-mobile-development-with-visual-studio-2008.aspx
http://blogs.msdn.com/jasonlan/archive/2007/03/13/new-whitepaper-security-model-for-windows-mobile-5-0-and-windows-mobile-6.aspx
http://blogs.msdn.com/jasonlan/archive/2007/03/13/new-whitepaper-security-model-for-windows-mobile-5-0-and-windows-mobile-6.aspx
http://logging.apache.org/log4net/index.html
http://www.nlog-project.org/introduction.html
http://www.nlog-project.org/introduction.html
http://community.opennetcf.com/
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25 

サービス ゕプリケーションの設計 

概要 

この章では、サービスの性質と使用方法、さまざまなサービスのシナリオに関する一般的なガドラン、およびサ

ービスの主要な特性について紹介します。また、サービス ゕプリケーションのレヤーに関するガドランや、

パフォーマンス、セキュリテゖ、配置、パターン、およびテクノロジに関する考慮事項の観点から検討する必要があ

る主な要素についても説明します。 

サービスとは、機能の単位へのゕクセスを提供するパブリック ンターフェスのことです。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、サービスを使用する呼び出し元に提供されます。サービスは

疎結合されており、クラゕント内または他のサービス内で組み合わせることで、より複雑な機能を提供できます。

また、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

ゕクセスできます。サービスはメッセージ指向です。つまり、サービス ンターフェスは Web サービス記述言

語 (WSDL) フゔルで定義され、操作はトランスポート チャネル経由で渡される拡張マークゕップ言語 (XML) ベ

ースのメッセージ スキーマを使用して呼び出されます。メッセージとンターフェ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ンター

フェ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。図 

1 に、一般的なサービス ゕプリケーション ゕーキテクチャの概要を示します。 
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図 44  

一般的なサービス ゕプリケーション ゕーキテクチャ 

一般的なサービス ゕプリケーションは、サービス レヤー、ビジネス レヤー、およびデータ レヤーの 3 つの

レヤーで構成されています。サービス レヤーには、サービス ンターフェス、メッセージの種類、およびデ

ータ型の各コンポーネントが、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 エンテゖテゖの各コンポーネントが、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る場合があります。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。 

サービスは本質的に柔軟なので、さまざまなシナリオや組み合わせで使用できます。一般的なシナリオは、次のとお

りです。 

 インターネット経由で公開されるサービス: ンターネット経由でさまざまなクラゕントで使用され

るサービスを表すシナリオです。このシナリオには、企業間サービスと、コンシューマー向けサービス

が含まれます。株式取引の Web サービスを使用して株価情報を提供する株式仲買人用 Web サトが、

この一例です。認証と承認は、ンターネットの信頼境界と資格情報のオプションに基づいて決定する
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必要があります。たとえば、ユーザー名とパスワードによる認証や証明書の使用は、ントラネット 

シナリオよりも、ンターネットのシナリオでよく使用されます。 

 イントラネット経由で公開されるサービス:  (通常、制限された) 社内クラゕントや企業クラゕン

トによって、ントラネット経由で使用されるサービスを表すシナリオです。エンタープラズ レベ

ルのドキュメント管理ゕプリケーションが、この一例です。認証と承認は、ントラネットの信頼境界

と資格情報のオプションに基づいて決定する必要があります。たとえば、Active Directory を使用する 

Windows 認証は、ンターネット シナリオよりもントラネットのシナリオでユーザー ストゕとし

てよく使用されます。 

 ローカル コンピューターで公開されるサービス: ローカル コンピューターのゕプリケーションで使用

されるサービスを表すシナリオです。トランスポートとメッセージの保護は、ローカル コンピュータ

ーの信頼境界とユーザーに基づいて決定する必要があります。 

 混在するシナリオ: ンターネット、ントラネット、およびローカル コンピューター経由で、複数の

ゕプリケーションによって使用されるサービスを表すシナリオです。リッチ クラゕント ゕプリケー

ションによって社内で使用されるか、Web ゕプリケーションによってンターネット経由で使用され

る、基幹業務 (LOB) サービス ゕプリケーションが、この一例です。 

 

設計に関する一般的な考慮事項 

サービス ベースのゕプリケーションを設計する際には、粒度の粗い操作の設計、サービス コントラクトの優先、無

効な要求や不適切な順序で到着する要求の想定など、あらゆるサービスに適用する一般的なガドランに従う必要

があります。一般的なガドランに加えて、さまざまなサービスで従う必要があるガドランも存在します。た

とえば、サービス指向ゕーキテクチャ (SOA) では、操作がゕプリケーションによってスコープされ、サービスが自

律するようにする必要があります。また、ワークフロー サービスを提供するゕプリケーションを使用したり、サー

ビス ベースのンターフェスを提供する運用データ ストゕを設計する場合もあります。サービス 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。 

 レイヤー型の手法を使用してサービス アプリケーションを設計し、レイヤー間の密結合を避ける: 必要

に応じて、ビジネス ルールとデータ ゕクセス機能を別個のコンポーネントに分離します。抽象化を使

用して、ビジネス レヤーにンターフェスを提供します。この抽象化は、パブリック オブジェク

ト ンターフェス、一般的なンターフェスの定義、抽象型基本クラス、またはメッセージを使
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用して実装できます。レヤー型ゕーキテクチャでの抽象化については、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。 

 粒度の粗い操作を設計する: パフォーマンスが大幅に低下する可能性がある、サービス ンターフェ

スへの粒度の細かい (chatty な) 呼び出しを回避します。サービスの操作は、粒度が粗く、ゕプリケー

ションの操作に焦点を合わせたものにする必要があります。Façade パターンを使用して、より小さく

粒度の細かい複数の操作を、1 つの粒度の粗い操作にパッケージ化することを検討します。たとえば、

人口統計データでは、データのサブセットを返す複数の呼び出しを行うのではなく、1 回の呼び出しで

すべてのデータを返す操作を提供する必要があります。 

 データ コントラクトを設計して、拡張性と再利用性を向上する: データ コントラクトは、サービスの

コンシューマーに影響を及ぼすことなく拡張できるように設計する必要があります。可能であれば、標

準的な要素から、サービスで使用する複雑な型を構成します。サービス レヤーは、ビジネス レヤ

ーで使用されるビジネス エンテゖテゖを把握する必要があります。一般的に、これは、サービス レ

ヤーとビジネス レヤー間で共有されるビジネス エンテゖテゖを含む別個のゕセンブリを作成するこ

とで実現できます。 

 サービス コントラクトのためだけの設計を行う: サービス レヤーでは、サービス コントラクトで指

定されている機能のみを実装および提供する必要があり、内部の実装やサービスの詳細は、外部のコン

シューマーに公開するべきではありません。また、サービスで実装する新機能を含むようにサービス 

コントラクトを変更する必要があり、新しい操作と型が既存のコントラクトとの下位互換性を持たない

場合は、コントラクトをバージョン管理することを検討します。サービスで公開される新しい操作を新

しいバージョンのサービス コントラクトで定義し、新しいスキーマ型を新しいバージョンのデータ コ

ントラクトで定義します。メッセージ コントラクトの設計に関する詳細ついては、第 18 章「通信と

メッセージ」を参照してください。 

 サービスが自律するように設計する: サービスでは、サービスのコンシューマーに何かを要求するべき

ではなく、コンシューマーや提供するサービスをコンシューマーがどのように使用する予定であるかに

関して、仮定を立てるべきではありません。 

 無効な要求を受信する可能性を想定して設計する: サービスで受信するメッセージがすべて有効である

とは限りません。検証ロジックを実装して、すべてのメッセージを適切なスキーマに基づいてチェック

し、すべての無効なメッセージを拒否したり、一部を削除したりします。検証の詳細については、第 

17 章「横断的関心事」を参照してください。既知のパターンを実装するか、ンフラストラクチャ サ

ービスを使用し、重複するメッセージ (べき等性) をサービスで検出して管理できるようにすることで、

重複するメッセージが処理されないようにします。また、メッセージを格納してから適切な順序で処理
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する設計を実装するなどして、バラバラの順序で到着するメッセージ (交換性) をサービスで管理でき

るようにします。 

 明確な境界がある状態で、ポリシーに基づいてサービスを設計する: サービス ゕプリケーションは独立

し、厳密な境界がなければなりません。サービスへのゕクセスは、サービス ンターフェス レヤ

ーを通じてのみ行えるようにする必要があります。サービスでは、コンシューマーがサービスをどのよ

うに操作できるかについて示したポリシーを公開する必要があります。これは、コンシューマーがポリ

シーを確認して操作の要件を特定できるので、一般に公開されるサービスでは特に重要です。 

 サービスに関する関心事をインフラストラクチャの運用に関する関心事から分離する: 横断的なロジッ

クは、ゕプリケーション ロジックと混在すべきではありません。ロジックが混在すると、拡張や保守

が困難な実装になる場合があります。 

 サービス レイヤーの主要なコンポーネントに、別個のアセンブリを使用する: たとえば、ンターフェ

ス、実装、データ コントラクト、サービス コントラクト、エラー コントラクト、およびトランスレ

ーターは、それぞれのゕセンブリに分離する必要があります。 

 データベースに含まれる個々のテーブルの公開にデータ サービスを使用しないようにする: データ サ

ービスを使用してデータベース内の個々のテーブルを公開すると、粒度の細かい (chatty な) サービス

呼び出しが発生し、サービス操作の間で相互依存性が生じるので、サービス コンシューマーの依存関

係の問題が発生するおそれがあります。また、データのさまざまなコンシューマーでは独自のビューポ

ントや規則を持っており、サービス内にビジネス ルールを実装すると、データの使用に関する制約

が課されるため、サービス内には、ビジネス ルールを実装しないようにします。 

 ワークフロー エンジンでサポートされているインターフェイスを使用するようにワークフロー サービ

スを設計する: カスタム ンターフェスを作成しようとすると、サポートされる操作の種類が制限さ

れる場合があるので、結果として、サービスの拡張と管理に必要な作業が増えます。既存のサービス 

ゕプリケーションにワークフロー サービスを追加するのではなく、ワークフローの要件のみをサポー

トする自律したサービスを設計することを検討します。 

 

設計に関する具体的な問題 

次のセクションでは、サービスのゕーキテクチャを開発する際に発生する一般的な問題を解決するのに役立つガド

ランを提供します。 

 認証 
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 承認 

 ビジネス レヤー 

 通信 

 データ レヤー 

 例外管理 

 メッセージの構築 

 メッセージ エンドポント 

 メッセージの保護 

 メッセージの変換 

 メッセージ交換パターン 

 Representational State Transfer 

 サービス レヤー 

 SOAP 

 検証 

 

認証 

サービスの効果的な認証方針の設計は、使用しているサービス ホストの種類によって異なります。たとえば、サー

ビスをンターネット ンフォメーション サービス (IIS) でホストしている場合は、IIS で提供されている認証の

サポートを使用できます。Windows サービスを使用してサービスをホストしている場合は、メッセージ ベースの

認証かトランスポート ベースの認証を使用する必要があります。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。 

 ユーザーを安全に認証するための適切なメカニズムを特定して、すべての信頼境界にわたって認証を適

用します。必要に応じて、統合されたサービスやシングル サンオン (SSO) メカニズムの使用を検討

します。 

 異なる信頼設定を使用するとサービス コードの実行にどのような影響があるかを考慮します。 

 基本認証を使用する場合、または資格情報がプレーンテキスト形式で渡される場合は、Secure 

Sockets Layer (SSL) などのセキュリテゖで保護されたプロトコルを使用するようにします。また、

Web Services Security (WS-Security) などのセキュリテゖ メカニズムを SOAP メッセージで使用し

ます。 
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承認 

効果的な承認方針を設計することは、サービス 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。

適切な承認方針を設計しないと、情報漏えい、データの改ざん、および特権の昇格に対して、ゕプリケーションが脆

弱になる可能性があります。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。 

 ユーザー、グループ、および役割ごとに、リソースに適切なゕクセス許可を設定し、すべての信頼境界

で粒度の細かいレベルの承認を行うようにします。最も権限の低い適切なゕカウントでサービスを実行

します。 

 URL ベースおよびフゔル ベースのリソースを保護する場合は、Uniform Resource Locator (URL) 

承認またはフゔルの承認、あるいはその両方を使用することを検討します。 

 必要に応じて、宣言型の主要なゕクセス許可の要求を使用して、一般に公開されているサービス メソ

ッドへのゕクセスを制限します。 

 

ビジネス レイヤー 

サービス ゕプリケーションのビジネス レヤーでは、フゔサードを使用して、サービス操作をビジネス操作に変換

します。サービス ンターフェスを設計する主な目的は、内部で複数のビジネス操作に変換できる粒度の粗い操

作を使用することです。ビジネス レヤーのフゔサードには、適切なビジネス プロセス コンポーネントと通信す

る役割があります。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。 

 ビジネス レヤーのコンポーネントは、サービス レヤーについて把握しないようにする必要があり

ます。ビジネス レヤーとすべてのビジネス ロジック コードは、サービス レヤーのコードに依存

すべきではなく、サービス レヤーのコードを実行すべきではありません。 

 サービスをサポートする際には、ビジネス レヤーのフゔサードを使用します。フゔサードはビジネ

ス レヤーの主要なエントリ ポントを表し、粒度の粗い操作を受け取って、その操作を複数のビジ

ネス操作に分割します。ただし、ローカル コンピューターまたは物理的な境界を越えてサービスにゕ

クセスしないクラゕントがサービスにゕクセスする場合、クラゕントにとって有益ならば、粒度の

細かい操作の公開も検討することをお勧めします。 

 ビジネス レヤーがステートレスになるように設計します。サービス操作には、ビジネス レヤーが

要求の処理に使用する状態情報など、すべての情報を含める必要があります。サービスでは、多数のコ

ンシューマーとの通信を処理できるので、ビジネス レヤーで状態を管理しようとすると、各コンシ
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ューマーの状態を管理するために、かなりの量のリソースが使用されます。そのため、サービスで常時

処理できる要求の数が制限されます。 

 すべてのビジネス エンテゖテゖを、別個のゕセンブリに実装します。このゕセンブリは、ビジネス レ

ヤーとデータ ゕクセス レヤーの両方で使用できる共有コンポーネントを表します。ただし、ビジ

ネス エンテゖテゖは、サービス境界を越えて公開するべきではなく、データ転送オブジェクト (DTO) 

を使用して、サービス間でデータを転送する必要があります。 

 

ビジネス レヤーの実装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。ビジネス エンテゖテゖの詳細については、第 13 章「ビジネス エンテゖテゖの設計」を参照してください。 

通信 

サービス ゕプリケーションの通信方針を設計する場合は、サービスの配置シナリオに基づいてプロトコルを選択す

る必要があります。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。 

 サービスを閉じたネットワーク内に配置する場合は、通信効率の高い伝送制御プロトコル (TCP) を使

用できます。サービスを一般に公開されるネットワークに配置する場合は、ハパーテキスト転送プロ

トコル (HTTP) を使用することをお勧めします。 

 不安定な通信や断続的な通信の処理方法を決定します。考えられる処理方法としては、メッセージをキ

ャッシュして、接続が使用できるようになったときにメッセージを送信するという方法があります。ま

た、非同期呼び出しの処理方法を決定します。メッセージ通信を一方向と両方向のどちらにする必要が

あるかを判断し、Duplex、Request Response、および Request-Reply の各パターンを使用する必要

があるかどうかを判断します。 

 柔軟性を最大限に高めるために、URL の動的な動作を構成したエンドポントを使用して、メッセー

ジのエンドポント ゕドレスの検証方法を決定します。 

 適切な通信プロトコルを選択し、暗号化とデジタル署名を使用して、通信チャネル間で送信されるデー

タを保護するようにします。 

 

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。 

データ レイヤー 

サービス ゕプリケーションのデータ レヤーには、外部データ ソースと通信するデータ ゕクセス機能が含まれま

す。この外部データ ソースは、データベース、その他のサービス、フゔル システム、SharePoint リスト、また
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はデータを管理するその他のゕプリケーションの場合があります。データの一貫性は、サービスの実装の安定性と整

合性において重要です。サービスで受信したデータの一貫性を検証できないと、データ ストゕへの無効なデータの

挿入、予期しない例外、およびセキュリテゖ侵害が発生するおそれがあります。そのため、サービスを実装する場合

は、データの整合性チェックを必ず含める必要があります。データ レヤーを設計する際には、次のガドラン

を考慮します。 

 可能な場合は、データ レヤーをビジネス レヤーと同じテゖゕに配置する必要があります。データ 

レヤーを別個の物理テゖゕに配置すると、物理的な境界を越えるときにオブジェクトをシリゕル化す

る必要があります。 

 データ レヤーにンターフェスを実装する場合は、必ず抽象化を使用します。これは、一般的に、

入出力に既知の型を使用する、Data Access パターンや Table Data Gateway パターンを使用して実

現します。 

 単純な作成、読み取り、更新、および削除 (CRUD) 操作では、データベース内の各テーブルまたはビ

ュー用にクラスを作成することを検討します。これは、(各テーブルが、対応するクラスおよびテーブ

ルと通信する操作を保持する) Table Module パターンを表します。トランザクションの処理方法を計

画します。 

 偽装やデリゲートを使用してデータベースにゕクセスしないようにします。代わりに、一般的なエンテ

ゖテゖを使用してデータベースにゕクセスする一方で、ユーザーの ID 情報を提供して、ログ記録と監

査のプロセスで、ユーザーとそのユーザーが実行した操作を関連付けられるようにします。 

 

データ レヤーの実装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。 

例外管理 

効果的な例外管理方針を設計することは、サービス 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。正しく設計しないと、ゕプリケーションがサービス拒否 (DoS) 攻撃に対して脆弱になったり、機密情報や重

要な情報が開示されたりする場合があります。例外の発生とハンドルは負荷の高い操作なので、例外管理を設計する

際には、パフォーマンスへの影響を考慮する必要があります。良い方法は、例外管理とログ記録の一元化されたメカ

ニズムを設計し、システム管理者を支援するために、ンストルメンテーションと一元的な監視をサポートするゕク

セス ポントの提供を検討することです。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。 

 ハンドルされない例外をキャッチして、例外が発生した後にリソースがクリーンゕップされるようにし

ます。サービスの例外、ログ フゔル、および監査フゔルに機密データを含めないようにします。 
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 例外をハンドルできる場合 (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。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。 

 SOAP エラー要素またはカスタムの拡張を使用して、例外の詳細を呼び出し元に返します。 

 

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。 

メッセージの構築 

サービスとコンシューマーの間でデータをやり取りする際、データはメッセージ内にラップされている必要がありま

す。このメッセージの形式は、サポートする必要がある操作の種類によって異なります。操作の例には、ドキュメン

トのやり取り、コマンドの実行、ベントの生成などがあります。低速なメッセージ配信チャネルを使用する場合は、

メッセージに有効期限の情報を含めることも検討する必要があります。メッセージ構築の方針を設計する際には、次

のガドランを考慮します。 

 メッセージ構築に関連するパターン (Command Message、Document Message、Event Message、

Request-Reply など) を特定します。 

 膨大な量のデータを比較的小さなチャンクに分割して、順に送信します。 

 時間に制約のあるメッセージには有効期限情報を含めます。サービスでは、期限切れのメッセージを無

視するようにします。 

 

メッセージ エンドポイント 

メッセージ エンドポントは、ゕプリケーションがサービスとの通信に使用する接続を表します。サービス ンタ

ーフェスの実装によって、メッセージ エンドポントが提供されます。サービスの実装を設計する際には、使用

しているメッセージの種類を考慮する必要があります。また、メッセージの処理に関連するさまざまなシナリオを考

慮して設計する必要があります。メッセージ エンドポントを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 メッセージ エンドポントに関連するパターン (Messaging Gateway、Messaging Mapper、

Competing Consumer、Message Dispatcher など) を特定します。 

 非接続型のシナリオを考慮して設計を行います。たとえば、後で配信できるようにメッセージをキャッ

シュまたは格納して、確実な配信をサポートすることが必要な場合があります。接続が切断されている

間は、エンドポントをサブスクラブしないようにする必要があります。 
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 すべてのメッセージを受け入れるのか、特定のメッセージを処理するフゖルターを実装する必要がある

のかを判断します。 

 サービス ンターフェスのべき等性を考慮して設計を行います。べき等性とは、同じコンシューマ

ーから重複するメッセージを受信する可能性があるが、その中の 1 つだけを処理する必要がある状況

を指します。つまり、べき等性を考慮したエンドポントでは、1 つのメッセージだけが処理され、重

複するメッセージはすべて無視されることを保証します。 

 交換性を考慮して設計を行います。交換性とは、メッセージがバラバラの順序で到着する可能性がある

状況を指します。つまり、交換性を考慮したエンドポントでは、バラバラの順序で到着したメッセー

ジが格納され、適切な順序で処理されることを保証します。 

 

メッセージの保護 

サービスとコンシューマーの間で機密データを転送する場合は、メッセージの保護を考慮した設計を行う必要があり

ます。トランスポート レヤーの保護 (IPSec、SSL など) またはメッセージ ベースの保護 (暗号化、デジタル署名

など) を使用できます。メッセージの保護を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 エンド ツー エンドのセキュリテゖを確保する必要があって、サービスと呼び出し元の間にサーバーや

ルーターなどの中間デバスを配置できる場合は、メッセージ ベースのセキュリテゖを使用します。

メッセージ ベースのセキュリテゖは、メッセージに含まれる機密データを暗号化して保護するのに役

立ち、デジタル署名は、メッセージの否認と改ざんを防ぐのに役立ちます。ただし、セキュリテゖ対策

がパフォーマンスに影響することに注意してください。 

 サービスとコンシューマーの間の通信が中間デバス (他のサーバーやルーターなど) 経由でルーテゖ

ングされない場合は、トランスポート レヤーのセキュリテゖ (IPSec や SSL など) を使用できます。

しかし、メッセージが中間デバスを経由する場合は、必ず、メッセージ ベースのセキュリテゖを使

用します。トランスポート レヤーのセキュリテゖを使用すると、メッセージは、経由する中間デバ

スで復号化されてから暗号化されるので、これはセキュリテゖ リスクとなります。 

 セキュリテゖを最大限に高めるために、設計では、トランスポート レヤーのセキュリテゖとメッセ

ージ ベースのセキュリテゖの両方を使用することを検討します。トランスポート レヤーのセキュリ

テゖは、メッセージ ベースのセキュリテゖを使用して暗号化できないヘッダー情報を、保護するのに

役立ちます。 

 エクストラネット サービスや企業間サービスを設計する場合は、X.509 証明書で仲介されたメッセー

ジ ベースの認証を使用することを検討します。企業間のシナリオでは、証明書を販売する証明機関で、
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証明書が発行されます。エクストラネット サービスでは、組織の証明書サービスで発行された証明書

を使用できます。 

 

メッセージの変換 

サービスとコンシューマーの間でメッセージをやり取りする際には、メッセージをコンシューマーが認識できる形式

に変換しなければならない場合がよくあります。この状況は、通常、メッセージングを使用できないコンシューマー

が、メッセージ ベースのシステムから取得したデータを処理する必要がある場合に発生します。ゕダプターを使用

して、このようなコンシューマーにメッセージ チャネルへのゕクセスを提供することができます。また、トランス

レーターを使用して、メッセージのデータを、各コンシューマーが認識できる形式に変換することもできます。メッ

セージの変換を設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 変換を実行する必要があるかどうかを判断し、実行する必要がある場合は、メッセージの変換に関連す

るパターンを特定します。たとえば、Normalizer パターンを使用すると、意味が同じメッセージを一

般的な形式に変換できます。必要でない場合は、正規モデルを使用しないようにします。 

 適宜変換を実行して、繰り返しの処理や不要なオーバーヘッドを回避します。 

 メタデータを使用してメッセージ形式を定義し、このメタデータを外部リポジトリに格納することを検

討します。 

 さまざまな形式とクラゕントの種類の間でメッセージを変換できる、BizTalk Server などのメカニ

ズムの使用を検討します。 

 

メッセージ交換パターン 

メッセージ交換パターンでは、サービスとサービス コンシューマー間の通信を定義します。この通信は、サービス

とコンシューマーの間のコントラクトを表します。W3C 標準化団体によって、Request-Response および SOAP 

Response という SOAP メッセージ用の 2 つのパターンが定義されています。また、OASIS という名前の別の標

準化団体によって、サービス向けに Business Process Execution Language (BPEL) という言語が定義されていま

す。BPEL では、ビジネス プロセスでメッセージを交換するためのプロセスが定義されています。また、その他の

団体でも、ビジネス プロセスでメッセージを交換するためのメッセージ交換パターンが定義されています。メッセ

ージ交換パターンを設計する際には、次のガドランを考慮します。 
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 不要な複雑さを増すことなく、要件を満たすパターンを選択します。たとえば、Request-Response 

パターンで十分に対応できる場合は、複雑なビジネス プロセスのメッセージ交換パターンを使用しな

いようにします。一方向のメッセージでは、Fire and Forget パターンの使用を検討します。 

 ビジネス プロセスのモデル化の技法を使用する場合は、プロセスの手順に基づいてメッセージ交換パ

ターンを設計しないように注意します。メッセージ交換パターンでは、プロセスの手順を組み合わせた

操作をサポートする必要があります。 

 独自のメッセージ交換パターンを作成するのではなく、既存のメッセージ交換パターンの標準を使用し

ます。このようにすると、多くのコンシューマーで認識される、標準ベースのンターフェスが実現

します。つまり、コンシューマーは、標準に準拠していないコントラクトを検出して適応しなければな

らない状況よりも、標準ベースのコントラクトと通信する方を好みます。 

 

Representational State Transfer 

Representational State Transfer (REST) は、HTTP ベースのゕーキテクチャ スタルで、Web ゕプリケーショ

ンとほとんど同じように機能します。ただし、ユーザーが Web ページを操作して移動するのではなく、Web ゕプ

リケーションと同じセマンテゖクスを使用して、ゕプリケーションが REST リソースを操作して移動します。REST 

では、Uniform Resource Identifier (URI) でリソースを特定し、リソースに対して実行できる操作が HTTP 動詞 

(GET、POST、PUT、および DELETE) を使用して定義されています。REST サービスとの通信は、URI に対して 

HTTP 操作を実行することで行います。この HTTP 操作は、HTTP ベースの URL の形式で行われることが一般的で

す。この操作により、リソースに関する現在の状態の表現が提供されます。また、この表現には、現在のリソースか

ら移動できる他のリソースのリンクが含まれることがあります。 

REST について最も一般的な誤解は、リソースに対する CRUD 操作でしか REST が役に立たないというものです。

REST は、ステート マシンとして表すことができるすべてのサービスで使用できます。つまり、サービスを区別で

きる状態 (取得済みや更新済みなど) に分類できるなら、その状態を操作に変換して、各状態が別の状態に遷移する

しくみを示すことができます。Web ゕプリケーションの UI でステート マシンがどのように表されるかを考慮しま

す。ページにゕクセスすると、表示される情報は、その情報の現在の状態を表します。フォーム フゖールドを 

POST するか、現在のページに含まれているリンクを使用して別のページに移動することで、その状態を変更できる

場合があります。ゕプリケーションがリソースに対して GET 操作を実行して、そのリソースの現在の状態を取得し

たり、PUT 操作を実行してリソースの状態を変更したり、現在のリソースで提供されているリンクを使用して別の

リソースに移動したりできる点で、RESTful サービスも同じように機能します。 



| 397  

 

RESTful サービスには、ゕプリケーションの状態とリソースの状態の両方が存在します。クラゕントでは、すべ

てのゕプリケーションの状態を格納しますが、サーバーはリソースの状態しか格納しません。クラゕントからサー

バーに送信される各要求には、サーバーが要求を完全に理解するために必要なすべての情報が含まれていなければな

りません。つまり、クラゕントは、要求を送信する際に、すべての関連するゕプリケーションの状態を転送する必

要があります。その後、クラゕントは、サーバーの応答に基づいて、リソースの状態をどのように変更するかを決

定できます。クラゕントがある特定のサーバーとのゕフゖニテゖや共有のゕプリケーションの状態を必要としない

方法で、同じ構成の Web サーバーを複数追加して負荷分散できるので、ゕプリケーションの状態を毎回渡すことで、

ゕプリケーションの設計を拡張できます。 

REST スタルのサービスには、安全性とべき等性という性質があります。安全性とは、要求を複数回繰り返し行っ

た場合に、副作用が発生することなく同じ応答を取得できることを指します。べき等性とは、1 回の呼び出しを行っ

た場合の結果が、同じ呼び出しを何度も行った場合の結果と同じになる動作のことです。サーバーが応答しない場合

やエラーを返す場合に、HTTP 接続が不安定でも、要求を安全に再発行できるので、安全性とべき等性の性質により、

堅牢性と信頼性が強化されます。 

REST リソースを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 ステート図を使用して、REST サービスでサポートされるリソースをモデル化および定義することを検

討します。REST サービスではセッション状態を使用しないようにします。 

 リソースの特定手法を選択します。REST の URI の開始位置に意味のある名前を使用し、全体的なパ

スの一部として、特定のリソース ンスタンスに一意識別子を使用することをお勧めします。

QueryString 値を使用して操作を URI に含めることは避けます。 

 異なるリソース用に複数の表現をサポートする必要があるかどうかを判断します。たとえば、リソース

で XML 形式、Atom 形式、または JavaScript Object Notation (JSON) 形式をサポートする必要があ

るかどうかを判断し、それをリソース要求に含めます。リソースは両方の形式で公開できます (たとえ

ば、http://www.contoso.com/example.atom と http://www.contoso.com/example.json で公開

できます。これは、プレースホルダーとして使用しているサトへのリンクです)。QueryString 値を

使用して、URI の操作を定義しないようにします。すべての操作は、URI に対して実行される HTTP 

操作に基づいて定義します。 

 POST 操作を乱用しないようにします。必要に応じて、特定の HTTP 操作 (PUT、DELETE など) を使

用して、リソース ベースの設計と一貫したンターフェスの使用を強化することをお勧めします。 

 HTTP のゕプリケーション プロトコルを使用して、一般的な Web ンフラストラクチャ (キャッシュ、

認証、一般的なデータ表現の種類など) を使用します。 
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 GET 要求が安全に行われるようにします (つまり、呼び出したときに、必ず同じ結果が返されるように

します)。PUT 要求と DELETE 要求をべき等にする (つまり、まったく同じ要求を繰り返し行ったとき

の結果が、1 回の要求を行ったときの結果と同じになるようにする) ことを検討します。 

 

サービス レイヤー 

サービス レヤーには、ゕプリケーションのサービスを定義して実装するコンポーネントが含まれます。具体的に

は、(コントラクトで構成される) サービス ンターフェス、サービスの実装、および内部のビジネス エンテゖテ

ゖと外部のデータ コントラクト間で変換を行うトランスレーターが含まれています。サービス レヤーを設計する

際には、次のガドランを考慮します。 

 サービス レヤーにビジネス ルールを実装することは避けます。サービス レヤーでは、サービス要

求を管理することと、ビジネス レヤーで使用するためにデータ コントラクトをエンテゖテゖに変換

することのみを行う必要があります。 

 サービス レヤーへのゕクセスは、ポリシーで定義する必要があります。ポリシーでは、サービス コ

ンシューマーが、接続とセキュリテゖに関する要件と、サービスとの通信に関連する他の詳細を判断す

るための方法が提供されます。 

 サービス レヤーの主要なコンポーネントに、別個のゕセンブリを使用します。たとえば、ンター

フェス、実装、データ コントラクト、サービス コントラクト、エラー コントラクト、およびトラン

スレーターは、それぞれのゕセンブリに分離する必要があります。 

 ビジネス レヤーとの通信は、既知のパブリック ンターフェス以外を通じて行わないようにする

必要があります。サービス レヤーでは、基盤となるビジネス ロジック コンポーネントを呼び出すべ

きではありません。 

 サービス レヤーは、ビジネス レヤーで使用されるビジネス エンテゖテゖを把握する必要がありま

す。一般的に、これは、サービス レヤーとビジネス レヤー間で共有されるビジネス エンテゖテゖ

を含む別個のゕセンブリを作成することで実現できます。 

  

SOAP 

SOAP は、メッセージがヘッダーと本文を含む XML エンベロープで構成されたメッセージ ベースのプロトコルで

す。ヘッダーでは、サービスで実行される操作の範囲外にある情報を提供できます。たとえば、ヘッダーには、セキ

ュリテゖ、トランザクション、またはルーテゖングに関する情報が含まれる場合があります。本文には、サービスと
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そのサービスで実行できる操作を定義するコントラクトが XML スキーマの形で含まれます。REST に比べて、

SOAP ではプロトコルの柔軟性が高いので、TCP など、より高度なパフォーマンスのプロトコルを使用できます。

SOAP では、セキュリテゖ、トランザクション、および信頼性を備えた WS-* 標準がサポートされています。メッ

セージのセキュリテゖと信頼性により、メッセージが送信先に配信されるだけでなく、メッセージが送信中に読み取

られたり変更されたりしないことを保証できます。トランザクションでは、操作のグループ化機能と、操作が失敗し

た場合のロールバック機能が提供されます。 

SOAP は、サービス間やゕプリケーションの分離されたレヤー間で RPC 型の通信を行う際に役立ち、内部ネット

ワークにある新しいシステムと従来のシステムの間にンターフェスを提供することに優れています。サービス 

レヤーは、従来のシステムをベースに配置できるので、システムを再設計して REST のリソース モデルを公開す

る必要なく、システムとの API 型の通信を行えます。SOAP は、システムが稼動している間に通信プロトコルが頻

繁に変わる可能性のある 1 つ以上のシステムに、情報が動的にルーテゖングされる場合にも役に立ちます。また、

情報やオブジェクトをあいまいな方法でカプセル化し、その情報を別のシステムに格納または中継する必要がある場

合にも役立ちます。 

Web フゔームや負荷分散を使用してゕプリケーションにスケーラビリテゖを持たせる必要がある場合は、セッショ

ン状態をサーバーに格納しないようにします。セッション状態をサーバーに格納すると、セッションを通じて特定の

サーバーが特定のクラゕントにサービスを提供する必要があり、負荷分散を行う場合には、セッション情報を別の

サーバーに渡す必要が生じます。サーバー間でセッション状態を渡すと、フェールオーバーやスケールゕウトのシナ

リオの実装がはるかに難しくなります。 

SOAP メッセージを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 SOAP エンベロープでは、SOAP ヘッダーは省略可能ですが、SOAP 本文は必ず含める必要があります。

すべてのメッセージ スキーマで、複雑な型を使用しないようにします。 

 エラーには、既定のエラー ハンドル動作ではなく、SOAP フォールトの使用を検討します。エラー情

報を返す場合は、SOAP フォールトは SOAP 本文内の唯一の子要素である必要があります。 

 SOAP ヘッダー ブロックを強制的に処理するには、ブロックの mustUnderstand 属性に true または 

1 を設定します。SOAP ヘッダーの処理中に発生するエラーは、SOAP ヘッダー要素で SOAP フォー

ルトとして返されます。 

 WS-* 標準を調査して使用します。これらの標準を使用すると、メッセージング ゕーキテクチャでよ

く発生する問題に対処する一貫性のある規則と方法が提供されます。 
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検証 

入力とデータの検証に関する効果的な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を確保するうえで重

要です。サービスのコンシューマーから受信したデータの検証規則を決定する必要があります。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。 

 サービス ンターフェスで受信したすべてのデータ (メッセージに関連付けられているデータ フゖ

ールドを含む) を検証し、検証で問題が発生した場合は、必要な情報を提供するエラー メッセージを返

します。受信メッセージの検証に XML スキーマを使用することを検討します。 

 危険性や悪意があるコンテンツのすべての入力を確認して、そのデータが使用される方法を考慮します。

たとえば、データベース クエリの開始にデータが使用される場合は、SQL ンジェクション攻撃から

データベースを保護する必要があります。この攻撃では、ストゕド プロシージャやパラメーター化さ

れたクエリを使用して、データベースにゕクセスする場合があります。 

 署名、暗号化、およびエンコードの方針を決定します。 

 レヤーと他の場所の間の信頼境界を理解して、このような信頼境界を越えるデータを検証できるよう

にします。ただし、その他のレヤーで行われる検証で問題なく対応できるかどうかを判断します。デ

ータが既に信頼されている場合は、再度検証する必要はありません。 

 

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 

サービスを設計する際には、次のテクノロジに関する事項を考慮する必要があります。 

 簡略化のために ASMX を使用することを検討します (ただし、IIS を実行している Web サーバーを使

用できる場合に限ります)。 

 信頼できるセッションとトランザクション、ゕクテゖビテゖのトレース、メッセージのログ記録、パフ

ォーマンス カウンター、複数のトランスポート プロトコルのサポートなどの高度な機能が必要な場合

は、WCF サービスの使用を検討します。 

 ASP.NET Web サービスを使用していて、メッセージ ベースのセキュリテゖとバナリ データの転送

が必要な場合は、Web サービス拡張 (WSE) の使用を検討します。 

 WCF を使用する場合は、次の事項を考慮します。 
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◦ WCF 以外のクラゕントや Windows 以外のクラゕントとの相互運用性が必要な場合は、SOAP 

仕様に基づく HTTP トランスポートを使用することを検討します。 

◦ ントラネット クラゕントをサポートする必要がある場合は、TCP プロトコルとバナリ メッ

セージ エンコードをトランスポート セキュリテゖと Windows 認証と共に使用することを検討しま

す。 

◦ 同じコンピューター上の WCF クラゕントをサポートする必要がある場合は、名前付きパプ プ

ロトコルとバナリ メッセージ エンコードを使用することを検討します。 

◦ 暗黙のメッセージ ラッパーではなく明示的なメッセージ ラッパーを使用するサービス コントラク

トを定義することを検討します。これにより、メッセージ コントラクトを操作の入出力として定義

することが可能になります。つまり、サービス コントラクトに影響を及ぼすことなく、メッセージ 

コントラクトに含まれるデータ コントラクトを拡張できます。 

 

配置に関する考慮事項 

通常、サービス ゕプリケーションは、サービス ンターフェス レヤー、ビジネス レヤー、およびデータ レ

ヤーを分離したレヤー型の手法を使用して設計します。その他のゕプリケーションの種類とまったく同じ方法で、

サービス ゕプリケーションの分散配置を使用できます。サービスは、社内の 1 台のクラゕント、1 台のサーバー、

または複数のサーバーに配置できます。ただし、サービス ゕプリケーションを配置する場合は、分散シナリオに固

有のパフォーマンスとセキュリテゖの問題について考慮し、運用環境で課される制限に配慮する必要があります。サ

ービス ゕプリケーションを配置する際には、次のガドランを考慮します。 

 ゕプリケーションのパフォーマンスを向上するため、可能な場合は、サービス レヤーをビジネス レ

ヤーと同じテゖゕに配置します。 

 サービスがサービス コンシューマーと同じ物理テゖゕに配置されている場合は、名前付きパプや共

有メモリを使用して通信することを検討します。 

 ローカル ネットワーク内の他のゕプリケーションのみがサービスにゕクセスする場合は、通信に TCP 

を使用することを検討します。 

 コンシューマーがサービスに直接ゕクセスし、要求が中間デバスを経由しない場合に限り、サービス 

ホストを構成して、トランスポート レヤーのセキュリテゖを使用します。 

 開発とテスト以外では、すべてのサービスに関して、トレースとデバッグ モードのコンパルを無効

にします。 
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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、通信、データの一貫性、メッセージの構築、メッセージ エンドポント、

メッセージの保護、メッセージの交換、REST、サービス ンターフェス、SOAP 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 Duplex: サービスとクラゕントの両方が相互に独立してメッセージを送信する

双方向のメッセージ通信です。One-Way パターンと Request-Reply パターンの

どちらが使用されるかは関係ありません。 

Fire and Forget: 応答が期待されない場合に使用される、一方向のメッセージ通

信メカニズムです。 

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。 

Request Response: クラゕントが送信したメッセージすべてに対して応答を

受信することを期待する、双方向のメッセージ通信メカニズムです。 

データの一貫性 Atomic Transactions: 1 つのサービス操作を対象とするトランザクションで

す。 

Cross-service Transactions: 複数のサービスをまたぐことができるトランザク

ションです。 

Long-running transactions: ワークフロー プロセスの一部になっているトラン

ザクションです。 

メッセージの構築 Command Message: コマンドをサポートするために使用するメッセージ構造で

す。 

Document Message: ゕプリケーション間でドキュメントやデータ構造を信頼で

きる方法で転送するために使用する構造です。 

Event Message: ゕプリケーション間の信頼できる非同期のベント通知を提供

する構造です。 

Request-Reply: 要求と応答の送信に別個のチャネルを使用します。 
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メッセージ  

エンドポント 

Competing Consumer: 1 つのメッセージ キューに複数のコンシューマーを設

定し、これらのコンシューマーがメッセージを処理する権利を奪い合うようにしま

す。これにより、メッセージング クラゕントは複数のメッセージを同時に処理

できるようになります。 

Durable Subscriber: 非接続型のシナリオでは、メッセージが確実に配信される

ようにするため、メッセージは、保存されて、メッセージ チャネルへの接続時に

クラゕントからゕクセスできるようになります。 

Idempotent Receiver: サービスがメッセージを 1 回しか処理しないようにしま

す。 

Message Dispatcher: 複数のコンシューマーにメッセージを送信するコンポー

ネントです。 

Messaging Gateway: メッセージ ベースの呼び出しを、残りのゕプリケーショ

ン コードから分離するために 1 つのンターフェスにカプセル化します。 

Messaging Mapper: 受信メッセージの要求をビジネス オブジェクトに変換しま

す。また、逆に、ビジネス オブジェクトを応答メッセージに変換する処理も行い

ます。 

Polling Consumer: メッセージの有無を確認するために定期的にチャネルをチェ

ックするサービス コンシューマーです。 

Service Activator: 非同期要求を受信してビジネス コンポーネントの操作を呼び

出すサービスです。 

Selective Consumer: サービス コンシューマーでは、フゖルターを使用して、

特定の条件を満たすメッセージを受信します。 

Transactional Client: サービスと通信する際にトランザクションを実装できる

クラゕントです。 

メッセージの保護 Data Confidentiality: メッセージ ベースの暗号化を使用してメッセージに含ま

れる機密データを保護します。 

Data Integrity: メッセージが伝送中に改ざんされないようにします。 

Data Origin Authentication: 高度な形態のデータ整合性を維持するために、メ

ッセージの送信元を検証します。 

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。 

Federation: 複数のサービスやコンシューマーに分散した情報の統合ビューで

す。 



| 404  

 

Replay Protection: 攻撃者がメッセージを傍受して何度も実行するのを防ぐこと

により、メッセージのべき等性を維持します。 

Validation: メッセージのコンテンツとメッセージに含まれる値をチェックして、

不適切な形式のコンテンツや悪意のあるコンテンツからサービスを保護します。 

メッセージの変換 Canonical Data Mapper: 共通のデータ形式を使用して、種類の異なる 2 つの

データ形式間の変換を実行します。 

Claim Check: 必要に応じて永続的なストゕからデータを取得します。 

Content Enricher: メッセージに不足している情報を、外部データ ソースから取

得して加えるコンポーネントです。 

Content Filter: メッセージから機密データを取り除きます。また、メッセージか

ら不要なデータを取り除くことでネットワーク トラフゖックを削減します。 

Envelope Wrapper: メッセージの保護、ルーテゖング、認証などに使用するヘ

ッダー情報を含む、メッセージのラッパーです。 

Normalizer: 組織でさまざまな形式のデータを使用する場合に、データを共通の

交換形式に変換します。 

REST Behavior: 操作を実行するリソースに適用します。通常、このようなリソースで

は、独自の状態を保持しておらず、POST 操作しかサポートしていません。 

Container: エンテゖテゖ パターンを基盤として、入れ子になったリソースを動的

に追加/更新する手段を提供します。 

Entity: 読み取りは GET 操作で行えますが、変更は PUT 操作と DELETE 操作で

しか行えないリソースです。 

Store: PUT 操作でエントリを作成および更新できるようにします。 

Transaction: トランザクション操作をサポートするリソースです。 

サービス  

ンターフェス 

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、

簡略化されたンターフェスが提供され、システム間の結合が緩和されます。 

Remote Façade: 粒度の細かい操作に粒度の粗いンターフェスを提供して、

リモート サブシステムの一連の操作または処理への大まかな統一されたンター

フェスを作成します。これにより、サブシステムが使いやすくなり、ネットワー

ク経由の呼び出しを最小限に抑えられます。 

Service Interface: 他のシステムがサービスとの通信に使用できる、プログラム

用の ンターフェスです。 

SOAP Data Contract: サービス要求で渡されるデータ構造を定義するスキーマです。 
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Fault Contracts: サービス要求から返される可能性のあるエラーやフォールトを

定義するスキーマです。 

Service Contract: サービスが実行できる操作を定義するスキーマです。 

 

Duplex パターンと Request Response パターンの詳細については、「サービス コントラクトの設計」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms733070.aspx) を参照してください。 

Request-Reply パターンの詳細については、「Request-Reply」

(http://www.eaipatterns.com/RequestReply.html、英語) を参照してください。 

Atomic Transactions パターンと Cross-service Transactions パターンの詳細については、「Cross-Service 

Transactions with WS-AtomicTransaction」(http://www.soaspecs.com/ws-atomictransaction.php、英語) 

を参照してください。 

Command Message パターン、Document Message パターン、Event Message パターン、Durable Subscriber 

パターン、Idempotent Receiver パターン、Polling Consumer パターン、および Transactional Client パターン

の詳細については、「SOA のメッセージングパターン (パート１)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc947720.aspx) を参照してください。 

Data Confidentiality パターンと Data Origin Authentication パターンの詳細については、「Chapter 2: 

Message Protection Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480573.aspx、英語) を参照して

ください。 

Replay Detection パターン、Exception Shielding パターン、および Validation パターンの詳細については、

「Chapter 5: Service Boundary Protection Patterns」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa480597.aspx、英語) を参照してください。 

Claim Check パターン、Content Enricher パターン、Content Filter パターン、および Envelope Wrapper パタ

ーンの詳細については、「SOA のメッセージングパターン (パート 2)」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/cc947734.aspx) を参照してください。 

Remote Façade パターンの詳細については、「P of EAA: Remote Facade」

(http://martinfowler.com/eaaCatalog/remoteFacade.html、英語) を参照してください。 

REST パターン (Behavior パターン、Container パターン、Entity パターンなど) の詳細については、「REST 

Patterns」(http://wiki.developer.mindtouch.com/REST/REST_Patterns、英語) を参照してください。 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms733070.aspx
http://www.eaipatterns.com/RequestReply.html
http://www.soaspecs.com/ws-atomictransaction.php
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947720.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947720.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480573.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480597.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480597.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947734.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/cc947734.aspx
http://martinfowler.com/eaaCatalog/remoteFacade.html
http://wiki.developer.mindtouch.com/REST/REST_Patterns
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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。 

 分散システムの詳細については、「分散システムのパターン」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms998483.aspx) を参照してください。 

 Enterprise Service Bus を使用するシナリオの詳細については、「Microsoft BizTalk ESB Toolkit」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx、英語) を参照してください。 

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

us/library/ms978729.aspx、英語) を参照してください。 

 サービスのパターンの詳細については、「サービスのパターン」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms998508.aspx) を参照してください。 

 Web Services Security パターンの詳細については、「Web Service Security」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480545.aspx、英語) を参照してください。 

 

 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998483.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998483.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998508.aspx
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26 

ホストされているクラウド サービスの設

計 

概要  

この章では、リモートでホストされているサービスやゕプリケーションを構築して使用するための、新しい成長中の

テクノロジや手法を紹介します。このようなサービスやゕプリケーションは、ンターネット経由でゕクセスして、

クラウドと呼ばれる場所で実行することから、一般に "クラウド コンピューテゖング" と呼ばれます。通常、クラウ

ド ソリューションのホステゖング プロバダーホストやベンダーは、さまざまなレベルで構成してカスタマズで

きる構築済みのサービス ゕプリケーションを提供します。また、独自のゕプリケーションを社内で作成して、社内

のシステムや社外のホステゖング プロバダーのクラウドでホストすることもできます。 

独立系ソフトウェゕ ベンダー (ISV) や企業にとって、社外でホストされているサービスやゕプリケーションを構築

して使用するという考え方は、コストを削減し、効率を最大限に高め、機能を拡張する手段としてより魅力的なもの

になっています。この章では、クラウドでホストされているサービスやゕプリケーションの性質と使用方法を理解す

るのに役立つ情報を提供します。また、メリット、設計に関する一般的な問題、およびこのようなゕプリケーション

を構築して使用する際に発生する制約やテクノロジに関する考慮事項についても説明します。 

クラウド コンピューティング 

多くの点において、クラウド コンピューテゖングは、スケーラビリテゖの高い分散ソリューションを構築して使用

するためのコンピューテゖング ンフラストラクチャとゕプリケーション モデルを融合して発展したものです。こ

のようなゕプリケーションの構築手法が進化してきたのと同じように、ゕプリケーションを実行するンフラストラ

クチャの機能も進化してきました。この相乗的な発展により、ンフラストラクチャでホストされているゕプリケー
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ションとはほぼ無関係に、ンフラストラクチャの準備と保守を行えます。そのため、ゕプリケーションでは、ゕプ

リケーション固有のビジネス機能に重点を置きながら、サポート ンフラストラクチャのサービスや機能を利用で

きます。 

これまで、多くの企業では、スケーラビリテゖの高いゕプリケーション モデルとサポート ンフラストラクチャの

相乗効果を、社内のデータ センターで享受できました。しかし、クラウド コンピューテゖングに関する魅力のほと

んどは、社外のゕウトソーシングしたゕプリケーション ホステゖング ンフラストラクチャを活用できることから

生まれています。ンフラストラクチャ プロバダーが、ハードウェゕ、ネットワーク、電力、冷却、および (ゕ

プリケーションの管理容易性、信頼性、およびスケーラビリテゖをサポートする) 運用環境に集中するので、企業は

ゕプリケーションのビジネス機能に集中できます。このため、資本支出と運用コストを削減し、容量、スケーラビリ

テゖ、および可用性が向上するという形で、さまざまなメリットを得ることができます。 

このようなメリットを活用するには、通常、クラウドでホストされるゕプリケーション ゕーキテクチャは、特定の

ゕプリケーション モデルに従って設計する必要があります。このように設計すると、クラウドをホストするプロバ

ダーでは、ゕプリケーションの管理容易性、信頼性、またはスケーラビリテゖに関する運用環境のサポートを汎用

的なものにして最適化できます。 

ゕプリケーション モデルの要件は、クラウドをホストするプロバダーによって異なります。一部のプロバダー

では、仮想マシンの手法を採用しています。この手法では、オペレーテゖング システムのメージや依存関係のあ

るランタム フレームワークと共に、ゕプリケーションを開発してパッケージ化します。データ ゕクセスとストレ

ージ (この章の後半参照) および処理と通信について、高度な抽象化を実現するゕプリケーション モデルを利用して

いるプロバダーもあります。また、エンタープラズ リソース プランニング (ERP)、顧客関係管理 (CRM) など、

特定の機能に重点を置いた、柔軟に構成できるゕプリケーションに基づいて高度なゕプリケーション モデルを提供

しているプロバダーもあります。これらの手法には、それぞれ明確な長所と短所があります。 

さらに、社外でホストされているゕプリケーションは、独立したゕプリケーションであったり、専用の UI を使用し

てゕプリケーションを操作するユーザー向けに設計されている場合があります。このようなゕプリケーションには、

サービスに対応し、UI を提供すると同時に (多くの場合は REST、SOAP などの標準で公開される) API 経由で機能

を公開するものもあり、他の (社内でも社外でもホスト可能な) ゕプリケーションと統合できます。また、社外でホ

ストされているサービスには、他のゕプリケーションと統合する機能を提供するように設計され、まったく UI が表

示されないものもあります。 

一般に、クラウド ベースのサービスは、ストレージ サービスとコンピューテゖング サービス、ビジネス サービス、

小売サービスと卸売サービスなどのカテゴリに分類されます。このようなリモート サービスの一般的な例としては、

次のようなサービスがあります。 
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 ビジネス サービス: 株式情報、請求支払いシステム、データ交換機能、商用サービス、ビジネス情報の

ポータルなど。 

 小売サービスと卸売サービス: カタログ、在庫照会/注文システム、気象情報や交通情報、地図サービス、

通信販売ポータルなど。 

 ストレージ サービスとコンピューティング サービス: データの保存と処理、データのバックゕップ、

ソース管理システム、技術的な処理や科学的な処理のサービスなど。 

 

これらのリモート サービスは、企業のデータ センターやユーザーのコンピューターなど、社内で実行されるソフト

ウェゕから使用できます (ユーザーのコンピューターはデスクトップ コンピューターの場合もあれば、その他の

ンターネット対応デバスの場合もあります)。この場合、通常は、Software plus Services (S+S: ソフトウェゕ 

プラス サービス) と呼ばれる、テクノロジと技法を組み合わせたものを使用します。S+S は、ホストされているサ

ービスとローカルで実行されるソフトウェゕを組み合わせたゕプリケーション開発手法です。リモート サービスと

ローカルで実行されるソフトウェゕを組み合わせて、機能豊富でシームレスに統合されたンターフェスとユーザ

ー エクスペリエンスを提供すると、従来の社内の閉鎖的なゕプリケーションよりも包括的で効率的なソリューショ

ンを実現できます。S+S は、サービス指向ゕーキテクチャ (SOA)、Software as a Service (SaaS: サービスとし

てのソフトウェゕ)、Platform as a Service (PaaS: サービスとしてのプラットフォーム)、Web 2.0 におけるコミ

ュニテゖ指向のゕーキテクチャ手法など、いくつかの他のテクノロジが発展したものです。 

クラウド コンピューテゖングは新しい分野です。この章では、クラウド コンピューテゖングのメリットをいくつ

か簡単に紹介し、クラウドでホストされているゕプリケーションやサービスを構築したり使用したりする際に考慮

が必要な、ゕーキテクチャに関する大まかな考慮事項について概説します。近い将来、フレームワーク、ツール、

およびホステゖング環境がさらに向上して、このような課題の対処に役立つことが予想されます。 

 

ホストされているクラウド サービスに関する一般的な用語 

この章やホストされているクラウド サービスのシナリオで一般的に使用される用語には、次のようなものがありま

す。 

 ビルディング ブロック サービス: 他のゕプリケーションやサービスで使用したり、他のゕプリケーシ

ョンやサービスと統合したりするように設計されたサービス。たとえば、ストレージ サービス、また

は Windows Azure Platform の AppFabric ゕクセス コントロールなどのホストされているセキュリ

テゖ トークン サービス (STS) は、ビルデゖング ブロック サービスです。 
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 クラウドをホストする環境: ホステゖング ゕプリケーションの主要なランタムを提供する環境。オプ

ションで、ビルデゖング ブロック サービス、ビジネス サービス、ソーシャル ネットワーキング サー

ビス、および (計測、請求、管理などを行うための) ホステゖング サービスが提供されます。 

 社内で構築したアプリケーション: 社内で作成され、通常は、必要な作業、シナリオ、または処理を対

象とするゕプリケーション。多くの場合、サード パーテゖ製のゕプリケーションでは対応できないニ

ーズに対処します。 

 ホストされているアプリケーション: サービスとしてホストされている (パッケージまたは社内で構築

した) ゕプリケーション。社内独自のシステムでホストすることも、社外でパートナーやホステゖング 

プロバダーがホストすることもできます。 

 パッケージ アプリケーション: サード パーテゖやベンダーが作成したゕプリケーション。構成やプラ

グンに基づく制限されたカスタマズ機能しか提供されないことがあります。 

 Platform as a Service (PaaS: サービスとしてのプラットフォーム): 主要なホステゖング オペレー

テゖング システムと、オプションでプラグン形式のビルデゖング ブロック サービスが付属すること

があります。PaaS を利用すると、リモートのクラウドをホストする環境で、独自のゕプリケーション

やベンダーが提供するゕプリケーションを実行できます。 

 Software as a Service (SaaS: サービスとしてのソフトウェア): 包括的なビジネス タスクを実行し

たりビジネス サービスを提供するゕプリケーション。SaaS を利用すると、ビジネス タスクやビジネ

ス サービスを、構成と UI 以外に内部ゕプリケーションの要件がないサービスとして使用できます。 

 

クラウド アプリケーションのメリット 

ISV、または (サービスの構築、ホスト、および提供を行う) サービスを提供する企業やホステゖング プロバダー

では、クラウドでホストされているゕプリケーションやサービスが非常に役立つことがあります。また、ホストされ

ているクラウド ベースのソリューションを使用することが多い大規模な企業でも、このようなゕプリケーションや

サービスが役立ちます。 

ISV とホスティング プロバイダーのメリット 

ISV やクラウド ベースのソリューションを構築して提供するサービス ホステゖング プロバダーには、主に次の

ようなメリットがあります。 
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 アーキテクチャの柔軟性: ベンダーは、顧客が必要とするサービスのホステゖングなど、さまざまな配

置オプションを顧客に提供できます。また、さまざまな組み込みの機能を用意して、ユーザーが使用す

る機能を選択できるようにしたり、ゕプリケーションに実装する機能をユーザー自身が選択できるよう

にすることも可能です。このため、サービスを開発するエンド ユーザーが感じるゕーキテクチャのデ

メリットを軽減できます。 

 機能豊富なユーザー エクスペリエンス: ISV やホステゖング プロバダーは、既存の専用サービス 

(Virtual Earth など) を活用して、より機能豊富なエクスペリエンスを顧客に提供できます。ホステゖ

ング プロバダーは、自社のサービスと他社が所有する他のクラウド サービスを組み合わせて付加価

値を提供し、エンド ユーザーが簡単にサービスを統合できるようにします。 

 ユビキタスな アクセス: クラウド上のサービスでは、ユーザーのデータや状態を保持し、ユーザーが任

意の場所からサービスに再接続するとデータと状態を再度同期します。オフラン シナリオと不定期

に接続するシナリオの両方がサポートされるので、この機能は、安定した接続や帯域幅を確保できない

モバル デバスで特に役立ちます。 

 

ISV やサービス ホステゖング プロバダーは、この市場に参入して、利益創出機会の活用を検討することをお勧め

します。たとえば、次のような場合があります。 

 ベンダーは、現在他社から入手できないか入手するのが困難な製品を提供することで未開発の市場機会

を活用する場合や、クラウドを使用して機能が制限されたバージョンの製品を提供し、高機能な主力製

品を保護する場合があります。 

 新興企業は、クラウドでホストされている手法を使用して、初期の資本支出を最小限に抑える場合や、

融通性 (初期コストを抑え、必要に応じて規模を拡大できる性能) など、クラウドの特性を利用できま

す。 

 ベンダーやユーザーは、既存の補助サービスを利用して、より収益性の高いゕプリケーションを作成で

きます。たとえば、クラウドでホストされている支払い経理システムを利用できます。また、ユーザー

は、IT 機器やネットワーク機能に大幅な投資を行わなくても仮想ストゕを構築できます。 

 

企業のサービス コンシューマーのメリット 

クラウド ベースのソリューションを使用する企業には、主に次のようなメリットがあります。 



| 412  

 

 アーキテクチャの柔軟性: 社内開発者は、クラウドのサービスをローカル ゕプリケーションのコードや

企業独自のサービスと組み合わせて、完全なソリューションを作成できます。IT 部門では、社内で実

装するゕプリケーションの機能を選択して、他の必要なサービスを購入できます。 

 コストと時間の節約: IT 部門では、各作業に最適なクラウド ベースのサービスを選択して組み合わせ

ることで、短い開発期間と少ないコストで十分な機能を備えたゕプリケーションを公開できます。また、

社内の IT ンフラストラクチャに関する要件が少なくなるので、管理、セキュリテゖ、および保守に

かかるコストを削減できます。 

 スケールメリット: 企業は、業界標準の機能のスケールメリットを活用して、自社の中核となる機能に

重点を置くことができます。ホストされているゕプリケーションで達成できるスケールメリットが向上

する要因には、社内のンフラストラクチャにかかるコストの削減、ハードウェゕ使用率の向上による

運用コストの削減など、さまざまなものがあります。ただし、スケールメリットの向上は、社内ゕプリ

ケーションから完全にホストされているゕプリケーションに移行する際に生じる制御機能の低下との間

でバランスを取る必要があります。 

 オフライン機能: クラウドは、移動ユーザーのハブとして使用できます。ユーザーのデータや状態をク

ラウドに格納して、ユーザーが再接続したときに再度同期できます。ユーザーは、ネットワークをそれ

ほど詳細に構成しなくても、デスクトップ クラゕントとモバル クラゕントをシームレスに使用

できます。 

 

設計に関する問題 

一般的な問題のいくつかは、ISV と企業顧客の両方にかかわる懸念事項です。このような問題は、ホストされてい

るクラウド ベースのシナリオのさまざまな側面に関連していますが、具体的な領域に分類できます。ホストされて

いるクラウド ベースのサービスに関する方針を決定する際には、次の事項を考慮します。 

 データの分離と共有 

 データのセキュリテゖ 

 データ ストレージと拡張性 

 ID 管理 

 マルチテナント 

 社内と社外、構築と購入 

 パフォーマンス 
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 サービスの構成 

 サービスの統合 

 サービスの管理 

 

データの分離と共有 

ホステゖング プロバダーは、データベースとデータベース スキーマの分離と共有を実装できます。分離と共有に

は、次の 3 つの基本モデルがあります。 

 個別のデータベース: 各テナントには、独自のデータ スキーマを含む個別のデータベースがあります。

このモデルには、実装しやすいというメリットがある一方で、データベース サーバーあたりのテナン

ト数が比較的少ないために効率が大きく低下する場合や、サービスを提供するンフラストラクチャの

コストが急激に増加する場合があります。このモデルが最も有効なのは、テナントにデータの分離やセ

キュリテゖに関する要件があり、その要件に関する料金をテナントに請求できる場合です。 

 共有データベース、個別のスキーマ: すべてのテナントで同じデータベースを使用しますが、各テナン

トで使用できるのは、定義済みフゖールドの個別のセットだけです。この手法も実装しやすく、データ

ベース サーバーあたりのテナント数を最大まで増やし、データベースの効率が向上します。ただし、

通常は、データベースのテーブルが分散して配置されます。この手法が最も有効なのは、さまざまなテ

ナントのデータを同じテーブルに格納すること (混在) をセキュリテゖと分離の観点から許容でき、将

来必要になる定義済みのカスタム フゖールドを予想できる場合です。 

 共有データベース、共有スキーマ: すべてのテナントでは、同じデータベースを使用し、特殊な技法を

使用してデータ拡張を格納します。この手法には、カスタム フゖールドをほぼ無制限に提供できると

いうメリットがあります。ただし、ンデックス作成、検索、クエリ、および更新の処理は、より複雑

になります。この手法が最も有効なのは、さまざまなテナントのデータを同じテーブルに格納すること 

(混在) を、セキュリテゖと分離の観点から許容できても、将来必要になる定義済みのカスタム フゖー

ルドの範囲を予想するのが難しい場合です。 

 

次の表に、上記の分離と共有に関する 3 つのモデルのメリットとデメリットを示します。表の上部にあるほど、コ

ストが高くなり、開発と運用の労力が少なくなります。表の下部にあるほど、コストが低くなり、開発と運用の労力

が多くなります。 

 メリット デメリット 
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個別のデータベース 実装しやすい。 

社内環境からホストされている環境にゕプリケ

ーションを簡単に移行できる。 

ほとんどの既存のツールがデータベース レベル

で動作するので、バックゕップ、復元、および

監視が簡単。 

データの分離レベルが高い。 

テナントのデータベース間でドメ

ン モデルの共通テーブルが重複す

る。 

ハードウェゕのコストが高い。 

共有データベース、 

個別のスキーマ 

メモリの使用量が少ない。 

サーバーあたりのテナント数が多い。 

テナント間で共通テーブルが共有される。 

テーブル名を傍受するデータ ゕクセス コンポー

ネントが必要。 

データにゕクセスするにはテナント レベルの承

認が必要。 

分離レベルが低い。 

カスタム ソリューションが必要なの

でバックゕップと復元が困難。 

テナントの活動を監視することが困

難。 

共有データベース、 

共有スキーマ 

メモリ消費量が最も少ない (データベース オブ

ジェクトが少ない)。 

サーバーあたりのテナント数が最も多い。 

 

分離レベルが最も低く、高い分離レ

ベルを確保するには追加の開発作業

が必要。 

テナントのデータが他のテナントと

共有される。 

カスタム ソリューションが必要なの

でバックゕップと復元が困難。 

テナントの活動を監視することが困

難。 

 

共有データベースの手法が適しているゕプリケーションは、より複雑で、開発に必要なコストと作業が増加する場合

があります。しかし、通常はサーバーあたりのサポートされるテナント数が増加するので、運用コストが減少するこ

とがあります。共有スキーマの手法が適しているゕプリケーションは単純になります。一般に、長期的な運用コスト

は減少しますが、共有データベースの手法ほど大きな減少はありません。 

ゕプリケーションをすばやく作成する必要がある場合は、専用のデータベースを使用するように各テナントを構成し

て、"個別のデータベース" 手法を検討します。この手法を使用するうえで特別な設計は必要ありません。また、

個々のテナントのデータについて非常に高いセキュリテゖ要件がある場合、膨大な量のデータを格納する場合、また
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は同時接続エンド ユーザー数が非常に多い場合にも、この手法の使用を検討します。"個別のデータベース" 手法は、

ゕプリケーションを社内環境からホストされている環境に、またはホストされている環境から社内環境に、簡単に移

行できるようにする必要がある場合にも適しており、この手法を使用すると、必要に応じてより簡単にスケールゕウ

トできます。 

分離レベルが高いと、付加価値のあるサービスをテナント単位で提供する場合にも役立ちます。この場合は、"個別

のデータベース" 手法または "共有データベース、個別のスキーマ" 手法の使用を検討する必要があります。ただし、

テナント数が膨大で、テナントあたりのデータ量が比較的少ない場合は、"共有データベース、個別のスキーマ"、"

共有データベース、共有スキーマ" など、分離レベルの低い手法の使用を検討します。 

データのセキュリティ 

クラウドでホストされているゕプリケーションでは、強力なセキュリテゖを実装する必要があります。実装の際には、

相互に補完する複数の防御レベルを使用して、さまざまな方法とさまざまな状況下で、内外の脅威からデータを保護

する必要があります。セキュリテゖの方針を計画する際には、次のガドランを考慮します。 

 フィルター: テナントとデータ ソースの間で、ふるいの役目を果たす中間レヤーを使用して、テナン

トからは、データベース内にそのテナントのデータだけが存在しているように見えるようにします。こ

れは、すべてのテナントに共有データベース ンスタンスを使用している場合は特に重要です。 

 アクセス許可: ゕクセス制御リスト (ACL) を使用して、ゕプリケーションのデータにゕクセスできるユ

ーザーと、そのユーザーがデータに対して実行できる操作を決定します。 

 暗号化: すべてのテナントの重要なデータを隠ぺいし、第三者が不当にデータにゕクセスしてもデータ

を読み取れないようにします。 

 

データのセキュリティに関するパターン 

採用したマルチテナント モデルに応じて、セキュリテゖに関する次のパターンの使用を検討します。 

 Trusted Database Connections (3 つのマルチテナント モデルすべてに適用): ユーザーの ID と

は関係なく、ゕプリケーションでは必ず独自のゕプリケーション プロセス ID を使用してデータベース

に接続し、サーバーでは、このゕプリケーションで読み取りまたは操作可能なデータベース オブジェ

クトへのゕクセスを許可します。追加のセキュリテゖをゕプリケーション自体に実装して、個々のユー

ザーが、そのユーザーに公開できないデータベース オブジェクトにゕクセスしないようにする必要が

あります。ゕプリケーションを使用する各テナント (組織) には、テナント ゕカウントに関連付けられ

た資格情報が複数あり、これらの資格情報を使用したゕプリケーションへのゕクセスをエンド ユーザ
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ーに許可する必要があります。エンド ユーザーは、テナント ゕカウントに関連付けられた各自の資格

情報を使用してゕプリケーションにゕクセスしますが、ゕプリケーションからデータベースへは、その

ゕプリケーションに関連付けられた特定の資格情報を使用してゕクセスします。つまり、ゕプリケーシ

ョンごとに必要なデータベース ゕクセス ゕカウントは 1 つ (テナントごとに 1 つ) です。また、STS 

を使用すると、ユーザーに関係ない、テナントの暗号化されたログン資格情報を取得し、ゕプリケー

ションでセキュリテゖ コードを使用して、各ユーザーがゕクセスできるデータを制御できます。 

 Secure Database Tables ("個別のデータベース" モデルと "共有データベース、個別のスキーマ" 

モデルに適用): テーブルや他のデータベース オブジェクトへのゕクセスをテナントのユーザー ゕカウ

ントに許可します。"個別のデータベース" モデルでは、データベース単位で、そのデータベースに関連

付けられたテナントにゕクセスを制限します。"共有データベース、個別のスキーマ" モデルでは、テー

ブル単位で、その特定のテーブルに関連付けられたテナントにゕクセスを制限します。 

 Tenant Data Encryption (3 つのマルチテナント モデルすべてに適用): 対称暗号化を使用してデー

タのセキュリテゖを確保し、非対称暗号化 (公開キーと秘密キーの組み合わせ) を使用してテナントの

秘密キーのセキュリテゖを確保します。偽装を使用して、テナントのセキュリテゖ コンテキストでデ

ータベースにゕクセスし、テナントの秘密キーを使用して、データベースのデータを復号化して使用で

きるようにします。デメリットは、暗号化した列にンデックスを作成できないことです。つまり、デ

ータのセキュリテゖとパフォーマンスの間にはトレードオフが存在します。機密データを含むンデッ

クス フゖールドは使用しないようにします。 

 Tenant Data Filter ("共有データベース、共有スキーマ" モデルに適用): SQL ビューを使用して、テ

ナント ID、ユーザー ID、またはテナント ゕカウントのセキュリテゖ ID に基づいてテーブル データ

のサブセットを選択します。テナントには、そのテナントのビューへのゕクセスだけを許可し、ビュー

が基づいているテーブルへのゕクセスは許可しません。このようにすると、共有テーブルに含まれる他

のテナントや他のユーザーが所有する行をユーザーが参照またはゕクセスできないようにすることが可

能です。 

 

データ ストレージと拡張性 

ホストされているデータはさまざまな方法で格納できます。ホストされているゕプリケーションには、ホストされて

いるリレーショナル データベース管理システム (RDBMS) およびリレーショナルではないクラウド ベースのストレ

ージという 2 種類の新しいデータ ストレージの実装方法があります。リレーショナル データベース管理システムで

は、構造化データのストレージが提供されるので、多数の I/O 処理を実行するトランザクション システムやゕプリ
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ケーションに適しています。通常、RDBMS は待ち時間が短く、高度なクエリ機能も提供されます。一方、クラウド 

ベースのストレージは、クラウドに配置されたあらゆる種類のデータ ストレージです。たとえば、データベースと

同様の機能を提供するサービス、構造化されていないデータのサービス (デジタル メデゖゕのフゔル ストレージ

など)、データ同期サービス、ネットワーク接続ストレージ (NAS) サービスなどがあります。多くの場合、データ 

サービスでは、従量制課金モデル、つまりこの場合は (保存するデータと転送するデータの両方を対象とする) GB 

単位の課金モデルを採用しています。 

クラウド ストレージには、場所と時間に関係なく大量のデータの格納や取得が可能なことなど、多数のメリットが

あります。データ ストレージ サービスは、高速で、コストがかからず、ほとんど無制限に拡張できますが、最高の

サービスでも障害が発生する可能性はあるので、信頼性が問題になることがあります。ストレージ サービスと通信

するたびにネットワークを経由する必要があるので、待ち時間の長さの影響を受けやすいゕプリケーションに悪影響

が及ぶこともあります。最後に、クラウド ベースのストレージ システムでは、トランザクションのサポートが問題

になることがあります。通常、このようなシステムでは分割と可用性に重点を置くので、必ずしも一貫性を確保でき

るとは限りません。 

Windows Azure Platform のストレージ (現時点では初期のプレビュー リリース) は、次のように、ストレージに

関するさまざまなニーズに対応した多数のサービスで構成され、これらのサービスには REST API を使用してゕク

セスできます。 

 テーブル ストレージ サービス: テーブル形式の構造化されたストレージを提供します。ただし、これ

らのテーブルには定義されたスキーマがなく、代わりに、多数のプロパテゖを保持するエンテゖテゖが

含まれています。どのようなプロパテゖの組み合わせでも、LINQ などの一般的に使用される API を使

用できます。テーブル ストレージ サービスは、非常にスケーラビリテゖの高いテーブルを低コストで

提供することに重点を置いています。しかし、リレーショナル データベースではないので、結合、複

数のテーブルにわたる外部キーなど、RDBMS で使用できる機能の多くは提供されません。 

 BLOB ストレージ サービス: ユーザー定義のコンテナーに格納されたバナリ データのストレージを

提供します。このコンテナーは、ストレージ ゕカウント内の 複数 BLOB のセットを構成します。 

 キュー サービス: ストレージ ゕカウントにゕクセスできるすべてのクラゕントで、キューのセマン

テゖクスを使用して読み取ることが可能なメッセージを格納します。 

 

RDBMS を使用する際に解決する必要がある主な課題は、スキーマの拡張性です。具体的には、テーブルを再コンパ

ルまたは再構築しなくても、ゕプリケーションをカスタム フゖールドで拡張できる性能です。実行時にスキーマ

を拡張するパターンは、次の 4 種類です。 
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 Fixed Columns: このパターンでは、拡張可能なエンテゖテゖごと (テーブルごと) に、拡張フゖール

ドを一連の名前付き固定列としてモデル化します。固定列の数は、エンテゖテゖの性質とその使用パタ

ーンによって異なります。Fixed Columns パターンには、名前付き固定列とメタデータ テーブルをカ

プセル化して抽象化するデータ ゕクセス レヤーが必要です。Fixed Columns パターンについては、

次の事項を考慮します。 

◦ データ型が事前に定義されているので、拡張可能な列に基づいたフゖルター処理が困難です。

たとえば、varchar などの長さが一定でないデータ型をすべての拡張可能な列に使用すると、

演算子 (<、>、および =) を使用して数値でフゖルター処理する機能が制限されます。解決

策としては、共通のデータ型ごとに一定数のフゖールドを割り当てたり、ユーザーが列を検索

可能に設定できるようにし、個別のテーブルを使用してデータ型固有のフゖールドを格納する

ことが挙げられます。 

◦ Fixed Columns パターンは、拡張性という点において最も高速で比較的スケーラビリテゖが

高い手法の 1 つですが、通常は、文字列ベースではないンデックス付きの列に関するソリ

ューションが必要になります。 

◦ データベースで null 値を処理する方法によっては、データがあちこちに分散し、領域を無駄

に使用することがあります。あるテナントがフゖールドを 1 つだけ拡張し、別のテナントが 

20 個のフゖールドを拡張する場合、メモリ内のデータベースとページが増加します。

Microsoft SQL Server 2008 には、この問題の軽減に役立つ SPARSE という名前の列の修飾

子が用意されています。 

 Custom Schemas: このパターンは、マルチテナントの "共有データベース、個別のスキーマ" 手法

と組み合わせて使用します。各スキーマはテナントに属し、拡張可能な厳密に型指定されたさまざまな

列が含まれています。Custom Schemas パターンについては、次の事項を考慮します。 

◦ このパターンには、データ ゕクセス レヤーのカプセル化と抽象化、およびクエリ プロセッ

サが必要です。ただし、Microsoft Entity Framework (EF) やオープン ソースの 

NHibernate フレームワークなど、O/RM フレームワークが実装に役立ちます。詳細について

は、「関連情報」を参照してください。 

◦ 各テナントには専用のテーブルがあり、テナントがフゖールドを追加または削除するたびにテ

ーブル スキーマが変更されます。クエリは、実際のデータ型に対して機能します (すべての列

が文字列型になるとは限りません)。ただし、テナントの共有フゖールド間で、かなりのフゖ

ールドが重複しているので、データベース スキーマの更新内容をまとめるのが難しくなりま
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す (Fixed Columns パターンでは、すべてのテナントを対象とするテーブルが 1 つ以上存在

する点が異なります)。 

◦ プリミテゖブなデータ型を使用するので、拡張した列に基づいてフゖルター処理する場合、こ

の手法は Fixed Columns パターンよりも高速になります。 

 Name Value Extension Table: このパターンを使用すると、顧客は、カスタム データを個別のテ

ーブルに格納し、メタデータを使用して各テナントのカスタム フゖールドのラベルやデータ型を定義

して、自由に (列数を制限されずに) データ モデルを拡張できます。Name Value Extension Table パ

ターンについては、次の事項を検討します。 

◦ ンデックス作成、クエリ、レコードの更新などを行うデータベース関数がさらに複雑になり

ます。たとえば、データを取得するために複数回結合する必要があり、フゖルター処理やグル

ープ化が困難になります。 

◦ 管理が必要なデータベースは 1 つだけです。ただし、ユーザー数が増加するとデータベース

のサズも増加する場合は、テナントを分割して個別のデータベースを使用するようにするこ

とで、水平方向に拡張できます。 

◦ データを取得するために複数回結合する必要があるので、このパターンは他のパターンより低

速になります。 

 

 XML Columns: このパターンを使用すると、顧客は、拡張データを XML 列に格納して、列数を制限

されることなく自由にデータ モデルを拡張できます。XML Columns パターンについては、次の事項

を考慮します。 

◦ このパターンは、拡張性に関する自然な手法のように思われますが、他のパターンに比べて、

スケーラビリテゖ (レコードを追加する性能) とパフォーマンス (クエリの応答時間) が低くな

ります。 

◦ データベースで XML 列を使用すると実装は単純になりますが、ISV や開発者には、データベ

ースで XML を操作するスキルが必要になります。 

◦ XML 列のンデックスを定義することは可能ですが、ンデックスを定義すると、より複雑

になり、ストレージの容量を追加する必要があります。 
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ID 管理 

すべてのゕプリケーションとサービスでは、ユーザー ID を管理する必要があります。これは、多数の顧客にサービ

スを提供して、その各顧客が独自の ID フレームワークを使用している可能性のある、ホストされているクラウド 

ベースのシナリオでは特に重要です。一般的な管理方法は、ユーザー ゕカウントを管理する役割をホステゖング プ

ロバダーから各顧客に委任することです。また、最適な方法は、顧客の既存の社内または統合されたデゖレクトリ 

サービスを利用して、顧客のローカル サービスと外部でホストされている全サービスの間でシングル サンオン 

(SSO) を有効にするソリューションです。このようなソリューションを使用すると、独立した個別の ID 管理シス

テムを構築する際の開発作業を軽減できます。顧客は、使い慣れたツールを使用してゕプリケーションへのゕクセス

を構成できます。また、SSO を使用すると、ユーザーは既存の資格情報を使用してゕプリケーションやサービスに

ゕクセスできます。 

このようなシナリオを実現するには、プラットフォーム間や組織の境界を越えて相互運用する、業界標準に基づいた

ソリューションを採用する必要があります。通常は、統合された ID サービスに基づくクレーム ベースの ID モデ

ルを検討する必要があります (図 1 参照)。このモデルを使用すると、ゕプリケーションやサービスを認証メカニズ

ムから分離できます。 

 

図 45  
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統合された ID サービスに基づくクレーム ベースの ID モデル 

顧客の既存の ID システムでは、ユーザーがゕプリケーションに対して要求を行うたびに、各ユーザーに関する一連

のクレームを含む暗号化および署名されたセキュリテゖ トークンを送信します。 

顧客の ID システムを信頼するホステゖング プロバダーは、関連するクレームの承認だけに重点を置いたゕプリ

ケーションやサービスを設計できます。顧客の ID システムでは STS を実装する必要があり、この STS では、ユ

ーザーを認証し、標準的な形式を使用してセキュリテゖ トークンを作成および署名し、サービスを公開して WS-

Trust、WS-Federation などの業界標準に基づいてこれらのトークンを発行します。Windows Identity 

Foundation と Active Directory フェデレーション サービス 2.0 では、このような要件を実装するために必要な

ンフラストラクチャのほとんどが提供されます。クレーム ベースの ID モデルを実装する際には、次の問題を考慮

します。 

 適切な ID ストゕを使用できる場合は、この ID ストゕを使用して、ローカル ゕプリケーション、ホス

トされている Web ゕプリケーション、およびその他のホストされているサービスの間でシングル サ

ンオンを利用できるようにすることを検討します。 

 既存の ID ストゕを使用できない小規模なゕプリケーションやコンシューマー向けゕプリケーションの

場合は、Windows Live と統合するサービス (AppFabric ゕクセス コントロールなど)、またはサード 

パーテゖ製のオンラン ソリューションの使用を検討します。 

 ホステゖング プロバダーの要件を満たすために、ローカルの STS から生成されたクレームを変換し

なければならない場合があります。また、さまざま顧客の STS メカニズムに対応した変換をホステゖ

ング プロバダー側で実装しなければならない場合もあります。AppFabric ゕクセス コントロールを

使用した変換レヤーの提供を検討するか、Windows Identity Foundation を使用して独自の変換レ

ヤーを実装します。Windows Identity Foundation の詳細については、

http://msdn.microsoft.com/en-us/security/aa570351.aspx (英語) を参照してください。 

 さまざまなベンダーが提供している標準に準拠した製品の実装方法は、わずかに異なっていることがあ

ります。これらの製品が複雑な標準に厳密に準拠していない場合や、提供される実装がわずかに異なる

場合は、互換性と相互運用性に関して問題が発生することがあります。 

 独自の STS を設計する場合は、攻撃から STS を保護します。STS にはすべての認証情報が含まれて

いるので、脆弱性があるとすべてのゕプリケーションが悪用される危険にさらされます。また、STS 

の実装は、堅牢で信頼できて、予測可能なすべての要求に対応できるようにします。STS で障害が発

生すると、ユーザーはその STS に依存するすべてのゕプリケーションにゕクセスできなくなります。 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/security/aa570351.aspx
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マルチテナント 

個々のテナントは、ホステゖング プロバダーのハードウェゕとンフラストラクチャを共用し、データベースと

データベース システムを共有します (各テナントは、少なくとも 1 人のユーザーがいる組織です)。サービス サプ

ラヤーは、ホストされているサービスに適した容量とパフォーマンスを備えたプラットフォームを提供する必要が

あります。また、コスト構造を制御する方法や、構成を通じたカスタマズを提供する方法についても検討する必要

があります。ユーザーによる構成が可能な効率的なマルチテナント ゕーキテクチャへの移行には、一般的に 4 つの

段階があります。次のセクションでは、これらの段階について説明します。 

 カスタム: その顧客だけに割り当てられたソフトウェゕの個別のコピーを各顧客が実行します。複数の

顧客をサポートするには、顧客にソフトウェゕのコピーを個別に提供する必要があります (これが唯一

の方法です)。また、構成を通じたカスタマズを可能にする機能がほとんど用意されていないので、

各コピーには、カスタム拡張コード、カスタム プロセス、カスタム データ拡張という形で特定の顧客

のカスタム設定が含まれています。ソフトウェゕは厳密にはサービスとして提供されますが (顧客の社

内では実行されません)、各顧客はソフトウェゕの異なるンスタンスを実行するので、スケールメリ

ットを達成できません。また、ビジネス モデルを検証する出発点として役立つ場合もありますが、顧

客の規模が拡大した場合はこのモデルの使用を避ける必要があります。このモデルを使用して数千もの

顧客を管理することは現実的ではありません。 

 構成可能: 構成を使用し、カスタム コードを使用しないようにして、それぞれの顧客に合わせてソフト

ウェゕをカスタマズできます。すべてのテナントで同じコードを実行しますが、カスタム モデルと

同様にゕーキテクチャはマルチテナントではなく、顧客は、コピーの内容が同じであっても、その顧客

専用のコードのコピーを実行します。分離は、仮想的に行う (同一サーバーで複数の仮想マシンを実行

する) 場合も、物理的に行う (個別のコンピューターで実行する) 場合もあります。このモデルは最初

に説明したカスタム モデルよりかなり優れており、このゕーキテクチャでは構成を通じたカスタマ

ズが可能ですが、処理能力はンスタンス間で共有されません。このため、プロバダーではスケール

メリットを達成できません。 

 マルチテナント: UI は、ビジネス ルールやデータ モデルと同様に、テナントごとにカスタマズでき

ます。テナントごとのカスタマズは、セルフ サービス ツールを使用して、構成のみを通じて行いま

す。このため、サービス プロバダーがサービスを構成する必要はありません。このレベルは、スケ

ールゕウトする機能を除き、ほぼ完全な SaaS と言えます。また、データを分割すると、スケールゕッ

プが拡張できる唯一の方法になります。 
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 拡張可能: このゕーキテクチャでは、マルチテナントと構成に加えて、ゕプリケーションをスケールゕ

ウトする機能をサポートします。ソフトウェゕの新しいンスタンスをンスタンス プールに透過的

に追加して、増加する負荷を動的にサポートできます。設計では、適切なデータ分割、ステートレスな

コンポーネント設計、および共有メタデータのゕクセスが考慮されています。このレベルでは、(ラウ

ンド ロビンまたはルール ベースのメカニズムを使用して実装される) テナント負荷分散装置が導入さ

れ、CPU やストレージなどのホステゖング プロバダーのリソースの使用率を最大限に高めることが

できます。つまり、使用できるンフラストラクチャ全体にすべての負荷が分散されます。また、ン

スタンスあたりのデータ負荷を均等に分散するために、データが定期的に再構成されます。ゕーキテク

チャは、スケーラビリテゖが高く、マルチテナントで、構成を通じてカスタマズできます。 

 

社内と社外、構築と購入 

クラウドでホストされているゕプリケーションを使用すると、ISV やホステゖング プロバダーはスケールメリッ

トを達成できます。また、競争市場では、このような削減したコストを企業顧客に還元できます。ただし、企業は、

社外のホストされているシナリオに移行すると、ゕプリケーション、データ、およびサービス レベルの制御機能が

ある程度低下することを受け入れる必要があります。企業は、このようなサービスに移行する際のトレードオフを考

慮する必要があり、独自のゕプリケーションを構築するか、サード パーテゖ製のゕプリケーションを購入するかど

うかを決定する必要もあります。次の表に、ホストされているゕプリケーションを構築する場合と購入する場合の違

いを示します。 

 社内 ホスティング プロバイダー クラウド サービス 

構築 社内で開発し、社内のデータ セ

ンターで実行するゕプリケーシ

ョン 

社内で開発し、ホステゖング プ

ロバダーで実行するゕプリケ

ーション 

ベンダーでホストされる開発環

境とランタム環境 

購入 既製品として購入し、社内のデ

ータ センターで実行するパッケ

ージ ゕプリケーション 

既製品として購入し、ホステゖ

ング プロバダーで実行するパ

ッケージ ゕプリケーション 

ゕプリケーションのホストも行

うベンダーから購入し、ベンダ

ーホストされるゕプリケーショ

ン 

 

スケールメリットの向上は、社内ゕプリケーションから社外でホストされているゕプリケーションに移行する際に発

生する制御機能の低下との間でバランスを取る必要があります。クラウド ベースのソリューションに移行するかど
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うか、採用するゕプリケーション開発手法の種類、およびゕプリケーションをホストする場所を決める際には、次の

ガドランを考慮します。 

 ゕプリケーションとデータを完全に制御できる必要がある場合、ホストされているサービスを使用でき

ないセキュリテゖ要件がある場合、またはホストされているサービスの使用が法律や国内の政策で禁じ

られている場合は、社内でホストすることを検討します。社内のンフラストラクチャでゕプリケーシ

ョンをホストする場合は、次のオプションから選択します。 

◦ 適切な構築済みのゕプリケーションを入手できない場合や、今後もゕプリケーションの機能を

完全に制御する必要がある場合は、社内ゕプリケーションを開発します。 

◦ コスト効率が高くすべての要件を満たすゕプリケーションを入手できる場合は、構築済みのパ

ッケージ ゕプリケーションを選択します。 

 運用の最適化を検討しながらソフトウェゕを引き続き制御できるようにする必要がある場合は、ホステ

ゖング プロバダーでホストすることを検討します。たとえば、大幅にカスタマズしたエンタープ

ラズ リソース プランニング (ERP) パッケージをホストに配置して、電力、ハードウェゕ、ネットワ

ーク、およびオペレーテゖング システムの管理をホストにオフロードできます。通常、ホステゖング 

プロバダーでは、仮想プラベート ネットワーク (VPN) の設定や特殊なハードウェゕの追加など、

企業固有の要件に対応します。外部のホステゖング プロバダーでゕプリケーションをホストする場

合は、次のオプションから選択します。 

◦ 要件を満たす場合は、ホステゖング プロバダーが提供している構築済みのパッケージ ゕプ

リケーションを選択します。使用するホステゖング プロバダーは、そのプロバダーが提

供している構築済みのパッケージ ゕプリケーションによって異なる可能性があります。 

◦ 適切な構築済みのゕプリケーションを提供するホストが見つからない場合は、社内で構築した

ゕプリケーションを使用します。この場合、独自のゕプリケーションの開発にかかるコストと

時間を考慮する必要があります。 

 ホストや ISV から SaaS ゕプリケーションを購入する場合、必要なゕプリケーションの仕様を指定で

きる場合、ゕプリケーションを構築するためのリソース、時間、または社内のスキルがない場合、また

は緊急に既存の標準的なゕプリケーションやカスタマズされたゕプリケーションが必要な場合は、ク

ラウド サービス (ベンダーでホストする) 手法を検討します。また、社内でゕプリケーションを構築す

る際に、この手法を使用すると、クラウド ベースのビルデゖング ブロック サービスに固有の特性 (融
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通性など) を利用できるというメリットもあります。ベンダーからクラウド ゕプリケーション サービ

スを購入する場合は、次のオプションから選択します。 

◦ 長期的または短期的な要件を満たす場合は、ベンダーが作成した構築済みのパッケージ ゕプ

リケーションを選択します。これは、SaaS の手法です。 

◦ 適切な構築済みのゕプリケーションを入手できない場合は、ベンダーが提供するホステゖング 

プラットフォームを選択して、社内で構築したゕプリケーションを実行します。独自のゕプリ

ケーションの開発にかかるコストと時間を考慮する必要があります。これは、PaaS の手法で

す。 

 

パフォーマンス 

増加するサービスの数と、各サービスや各テナントで増加する負荷をサポートするように、クラウドでホストされて

いるゕプリケーションは拡張できる必要があります。サービスを設計する際には、ゕプリケーションの拡張に関する

次のガドランを考慮します。 

 サービスやコンポーネントができる限りステートレスになるように設計します。このように設計すると、

サービスのメモリ使用量が最小限に抑えられ、サーバーをスケールゕウトして負荷分散する機会が多く

なります。 

 入出力に関する非同期呼び出しを使用して、ゕプリケーションが I/O 処理の完了を待機している間に

有益な処理を実行できるようにします。 

 パフォーマンスを向上できるホステゖング プラットフォームの機能を確認します。たとえば、

Windows Azure Platform では、キューを使用して要求を管理し、ワーカー プロセスを使用してバッ

クグラウンド処理を実行します。 

 スレッド、ネットワーク、およびデータベース接続にリソースのプールを使用します。 

 やむを得ない場合にのみロックを使用して、同時実行制御を最大限に高めます。 

 

データ ストレージとゕプリケーションを拡張する際には、次のガドランを考慮します。 

 データ パーテゖションを拡張する場合は、サブスクラバーのデータを小さなパーテゖションに分割

して、目標のパフォーマンスを達成します。ハッシュ (コンテンツの細分化)、範囲 (データが有効な時

間や日付の範囲に基づく分割) などの方式を使用します。 
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 データベースのサズが一定の最大サズに達したときに自動的にデータが再分割される動的な再分割

の実装を検討します。 

 データ ストレージとゕプリケーションを拡張する場合は、標準的なパターンを確認します。また、ホ

ステゖング プラットフォームに用意されている固有の技法と実装 (データの分割、負荷分散、フェール

オーバー、地理的分散など) を確認します。 

 

サービスの構成 

エンタープラズ レベルの組織に所属するユーザーは、さまざまなドキュメント レポジトリ、データ型、情報源、

および特定の機能を実行するゕプリケーションにゕクセスする必要があります。これまでユーザーは、それぞれのス

トゕやゕプリケーションを直接操作し、多くの場合は専用の独立したゕプリケーションを使用していました。しかし、

企業は徐々にシステムの統合を進めており、多くの場合、統合には、適切なダウンストリーム ゕプリケーションに

接続するントラネット Web ポータルやフゔサード形式のゕプリケーションを使用してきました。 

サービスと SOA ゕプリケーションの登場により、IT 部門は、社内でホストしているか SaaS として購入したゕプ

リケーションやデータをサービスとして公開できるようになりました。現在でも、サービス ポートフォリオでは、

従来のローカル ゕプリケーション、社内でホストされているサービス、およびリモート サービスを組み合わせてポ

ータル経由で公開できるので、ユーザーは実装を意識せず、IT 部門はさまざまなサービスにすばやく簡単に対応で

きます。一方、S+S と SaaS の設計とテクノロジを使用すると、IT 部門や企業顧客はサービスを完全に統合できま

す。サービスを統合すると、多対一モデルの目標を達成できます。このモデルでは、ユーザーは、すべてのゕプリケ

ーションとサービスを実質的に 1 つのゕプリケーションとして公開する構成ゕーキテクチャを通じて、ゕプリケー

ションとサービスを使用できます (図 2 参照)。サービス統合メカニズムでは、ポートフォリオに含まれるゕプリケ

ーションのグループをまとめ、任意のサービスやゕプリケーションと通信できるリッチ クラゕントを通じて公開

します。 
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図 2 

複数のサービスを組み合わせて 1 つのンターフェスを構成できるサービス統合メカニズム 

通常、クラウドでホストされているサービスを使用する企業では、ホステゖング プロバダーで公開されているサ

ービスをそのまま使用する構成システムを作成し、社内のポータルやポートフォリオを通じてサービスを公開する必

要があります。効果的なコンシューマーの構成ゕーキテクチャを使用すると、さまざまなソースの情報を統合してエ

ンド ユーザーに提供できます。このため、重複したデータ エントリが減少し、ユーザーのコラボレーションが促進

され、完了していないタスクやその状態に気付きやすくなります。また、関連性のあるビジネス情報を確認しやすく

なり、ユーザーは十分な情報に基づいてビジネスにおける決定を下せるようになります。通常、クラウドでホストさ

れているサービスを使用する統合されたソリューションの構成には、次の 3 つのレヤーが含まれます。 

 入力ソース レイヤー: 入力ソースには、クラウドでホストされているサービス、内部ゕプリケーション、

内部データベース、Web サービス、フラット フゔルなどがあります。内部リソースは、IT サービ

ス ポートフォリオを通じて公開できます。 

 構成レイヤー: 生データを収集し、新しい統一された形式でユーザーに提供するレヤーです。構成レ

ヤーの機能は、データをビジネス情報やプロセス ンテリジェンスに変換することです。通常、構

成レヤーには、次のコンポーネントが含まれます。 

◦ ゕクセス、データ、ワークフロー、および規則を管理するコンポーネント  

◦ ゕプリケーション、データベース、Web サービスなどのリソースとネゴシエートしてメッセ

ージを交換するサービス エージェント 



| 428  

 

◦ ユーザーを認証して承認し、Web サービスと通信するための資格情報を管理する ID 管理コ

ンポーネント 

◦ ゕプリケーション エンテゖテゖ モデルに合わせてデータを変換するデータ収集コンポーネン

ト 

 ユーザー中心のレイヤー: このレヤーでは、タスクに重点を置く一元的で統合されたユーザー ンタ

ーフェスでユーザーに複合データを表示します。 

 

通常、クラウドでホストされているサービスを複合ユーザー ンターフェスの一部として使用するには、外部サ

ービスと内部サービスを統合するワークフローや段階的なプロセスが必要です。一般的なソリューションには、統合

ブローカーがあります。これは、モジュール化されたプラグ可能なパプランと、メッセージの送信とルーテゖン

グを制御する関連メタデータ サービスで構成されています。統合ブローカーのパプランの一般的な操作には、

次のような操作があります。 

 セキュリティ: セキュリテゖ モジュールでは、データ ソースやデジタル署名を認証し、データを復号

化して、ウルスなどのセキュリテゖ リスクの有無を検査します。セキュリテゖ操作は、既存のセキ

ュリテゖ ポリシーと連携してゕクセスを制御できます。 

 検証: 検証モジュールでは、関連するスキーマとデータを比較し、適合しないデータを拒否します。 

 変換: 変換モジュールでは、データを適切な形式に変換します。 

 同期ワークフロー: 同期モジュールでは、ワークフローと規則を使用して、メッセージを適切な転送先

に伝達するための論理的な転送先と順序を決定します。また、ワークフロー プロセスのトランザクシ

ョンを管理して、データの一貫性を保証することもできます。 

 ルーティング: ルーテゖング モジュールでは、物理的な転送先を定義するルーテゖング規則を使用し、

データのメッセージを特定の宛先に転送します。また、メッセージに含まれる情報を使用して、内容に

基づいて転送先を決定することもあります。 

 

サービスの統合 

クラウドでホストされているソリューションを使用すると、従来のソフトウェゕで発生する課題の一部を軽減できま

すが、このようなサービスのコンシューマーでは、新しい別の課題も発生します。ホストされているクラウド サー

ビスやクラウド ゕプリケーションに移行する際には、次の課題を考慮します。 
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 ID 管理: ユーザーを追加、更新、および削除する社内の処理を、リモート サービスに拡張する必要が

あります。SaaS や S+S では非常によくあることですが、外部サービスでユーザー ID を使用する場

合は、準備と準備解除のプロセスを拡張する必要があります。また、リモート サービス ホストにおけ

る個々のユーザー ID の移行や重複を最小限に抑えるために、(たとえば、統合されたサービスを使用

して) 社内のユーザー ID を特定の役割に変換しなければならないことがあります。さらに、企業のユ

ーザー ゕカウント ポリシー (パスワードの複雑さ、ゕカウント ロックゕウトなど) とリモート サービ

ス サプラヤーのポリシーの間には互換性が必要です。SSO 機能を使用できないと、デメリットや保

守にかかるコストが増大したり、運用の効率が低下したりするおそれがあります。 

 データ: 抽出、変換、読み込み (ETL)、データ統合など、データ操作の要件を分析して、サービスの機

能との互換性を確保する必要があります。ホストされているサービスでは、複雑なデータ ストレージ

のパターンをサポートしていないことがあるので、データ エンテゖテゖとゕプリケーション ゕーキテ

クチャの設計に影響が及ぶことがあります。また、社内でホストしているときの物理的なセキュリテゖ

を利用できない代わりとして、データのセキュリテゖ保護を強化しなければならないことがあります。

ただし、ゕプリケーションでは、ローカルに機密データや個人情報を格納して、機密ではないデータに

ついてのみクラウド サービスを使用することが可能です。また、データをサービス プロバダーに移

行する方法や、必要に応じて別のプロバダーとの間で移行する方法についても計画する必要がありま

す。 

 運用: 業界標準のプロトコルを使用している場合でも、社内の統合サービスやクラゕント ゕプリケー

ションには、サービス サプラヤーが公開するサービスと互換性がないことがあります。また、サー

ビス プロバダーで適切なレポート情報を生成できるようにし、生成された情報を社内の管理システ

ムやレポート システムと統合する方法を決定する必要もあります。サービス レベルに関しては、サー

ビス プロバダーにサポートを依頼するときもサービス レベル ゕグリーメント (SLA) が満たされる

ように、SLA を改訂しなければならなくなる場合があります。また、企業では、ユーザーの最初の問い

合わせ先としてヘルプ デスク機能を実装する準備をし、サービス プロバダーに問題を報告する手順

を規定する必要もあります。 

 セキュリティ: 企業のプラバシー ポリシーとサービス プロバダーのポリシーの互換性を確保する

必要があり、リモート サービスの機能に規則が含まれていない場合でも、ユーザーが実行できる操作

の規則 (トランザクション サズの制限などのビジネス ルール) を管理する必要があります。このため、

サービスの統合ンフラストラクチャが複雑になることがあります。 

 サービスや相互接続の障害時にデータのセキュリテゖと整合性を維持するための手続きやポリシーも必

要です。 
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 認証し、暗号化し、デジタル署名を使用するには、認定されたプロバダーから証明書を購入する必要

があり、場合によっては公開キーのンフラストラクチャ (PKI) を実装する必要もあります。また、統

合する際には、フゔゕウォール規則を変更する必要がある場合や、ゕプリケーション データをフゖ

ルター処理したり XML スキーマを検証したりする際には、フゔゕウォールのハードウェゕやソフト

ウェゕを更新する必要がある場合があります。 

 接続: 一部の種類のクラウド ベースのゕプリケーションでは、高品質なブロードバンド ンターネッ

ト接続を利用して高度な機能を実現します。このようなゕプリケーションには、ボス オーバー IP 

(VoIP)、Microsoft Office Communications Server など、オンランのトランザクション処理やリゕ

ルタムのサービスがあります。地域や国によっては、このようなサービスを使用できないことがあり

ます。また、大量のデータを転送する必要があるサービス (バックゕップ サービスやフゔル配信サー

ビスなど) は、一般的に、ンターネット接続を経由するとローカルや社内で実装した場合よりも実行

速度が遅くなるので、問題になる可能性があります。ただし、メッセージなどのサービスは接続の帯域

幅の影響を受けず、不定期に接続が切断されてもそれほど大きな影響を受けることはありません。 

 サービス レベル アグリーメント: サプラヤーをより総合的に評価し、サービスの入手と契約につい

て判断するには、スキルと専門知識が必要です。リモート プロバダーでホストされているサービス

を利用するときも SLA が満たされるように、SLA の改訂が必要になる場合もあります。 

 コンプライアンスと法的義務: サービス サプラヤーのパフォーマンスによって法的または社内の指示

が異なったり、サービス プロバダーが他の国や地域にある場合には、このようなコンプラゕンス

の指示や法的義務の間で矛盾が発生したりすることがあります。また、サービス サプラヤーからコ

ンプラゕンスに関する報告書を取得する際には、コストがかかることがあります。国内の法律や政策

によっては、金融ゕプリケーションなど、一部の種類のゕプリケーションをホストされているシナリオ

で実行できないこともあります。 

 

サービスの管理 

クラウド サービスのプロバダーは、クラウドで実行するサービスをホストして提供する場合、課題 (特にサービ

スの提供とサポートに関する課題) に直面することがあります。別の ISV でもホストされるゕプリケーションを構

築する ISV もあれば、社内でゕプリケーションを構築してホストする ISV もありますが、ホストされているサービ

スの開発を検討する際にはいくつかの課題を考慮する必要があります。独自のサービスをホストする ISV に該当す

る課題もあれば、ホステゖング プロバダーだけに該当する課題もあります。次のセクションでは、このような課

題について説明します。 
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 サービス レベルの管理: それぞれの企業ユーザーがホステゖング プロバダーの標準的な SLA を変更

するように要求することがあるので、すべての顧客の要求に応じるのが困難になる場合があります。顧

客は、クラウドでホストされているソリューションを、可用性とパフォーマンスを向上する手段として

選択する可能性があるので、一般的に、顧客の期待値は社内ゕプリケーションよりも高くなります。通

常は、運用上の依存関係 (ネットワークや電力のプロバダーなど) にかかわる要求や異なる国や地域

の顧客からのさまざまな要求が発生するので、このような期待を管理して、期待に応えるのが難しいこ

とがあります。さまざまな企業のサービスをホストする場合、特にこれらの企業の所在地のタム ゾ

ーンがさまざまで、最大使用量に達する時刻や曜日が企業によって異なるときは、保守とサービスのダ

ウンタムについても慎重に計画する必要があります。 

 容量と継続性の管理: サービス プロバダーと社内チームでは、顧客の容量に関する要件が将来どのよ

うに変化するかについての予測が異なるので、使用量が予期しないタミングで増加して、追加の容量

を利用できるようにする必要に迫られることがあります。各顧客の拡張や使用に関するパターンが変化

する前兆は、ほとんどまたはまったく見られないので、事前に計画することは困難です。多数の顧客の

要件を満たす必要がある場合、顧客の要件に適したサービスの実装と変更はさらに困難になります。容

量について短期的な判断を下すと、長い目で見るれば段階的に容量を拡張する計画よりもコストがかか

りますが、顧客による拡張の見積もり情報なしに計画することは、さらに困難です。 

 顧客サポート: ヘルプ デスクのスタッフは、最適なサポートを提供するために、顧客の要件と使用シナ

リオを認識して考慮しなければならないことがあります。サービスあたりの顧客数が多い場合、そのサ

ービスで障害や問題が発生すると、ヘルプ デスクに問い合わせが殺到して過剰な負荷がかかります。

特に、サポートが有料オプションとなっているモデルでは、ヘルプ デスクのスタッフは、ユーザー単

位でかかるコストを算出できなければならないこともあります。理想的には、ホストされているクラウ

ド ソリューションでプロゕクテゖブ サポートを提供する必要があります。プロゕクテゖブ サポートで

は、プロバダーがソリューションの正常性を監視して問題を把握し、顧客が報告するより前にその問

題の解決に着手します。セルフ サービスのサポート メカニズムを使用して、顧客に効率的な専用の問

題追跡システムを提供することもできます。 
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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、データの可用性、データ転送、データ変換、統合と構成、パフォーマンス

と信頼性、ユーザー エクスペリエンス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 

データの可用性 Polling: 通常は、定期的に一方のソースからもう一方のソースに変更をクエリしま

す。 

Push: データ ソースのデータが変更されるたびに、または定期的に、データが変更

されたソースからデータ シンクに変更を伝達します。 

Publish/Subscribe: Polling パターンと Pushing パターンの性質を組み合わせた

ハブリッドの手法です。変更が加えられるとデータ ソースで変更通知ベントを

発行します (データ シンクでは、このベントをサブスクラブできます)。 

データ転送 Asynchronous Data Transfer: 送信側と受信側が相手側の応答を待機せずにデー

タを交換するメッセージ ベースの手法です。 

Synchronous Data Transfer: 送信側と受信側がリゕルタムでデータを交換す

るンターフェス ベースの手法です。 

データ変換 Shared Database: 統合するすべてのゕプリケーションで、同一のデータベースか

らデータを直接読み取ります。 

Maintain Data Copies: 他のゕプリケーションでデータを読み取れるように (可能

であればデータを更新できるように)、ゕプリケーションのデータベースのコピーを

保持します。 

File Transfer: 他のゕプリケーションでデータをフゔルから読み込めるように、

ゕプリケーションのデータベースから抽出したフゔルを転送してデータを提供しま

す。 

統合と構成 Broker: ビジネス コンポーネント自体とは異なるレヤーに、リモート サービス

呼び出しの実装の詳細をカプセル化して、その詳細を隠すことができます。 

Composition: 複数のサービス、ゕプリケーション、またはドキュメントを組み合

わせて統合されたンターフェスを作成すると同時に、各データ ソースのセキュ

リテゖ、検証、変換、および関連タスクを実行します。 

Portal Integration: 複数のゕプリケーションから取得した情報を統一された UI 
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で表示する、ポータル ゕプリケーションを作成します。ユーザーは、このポータル

の情報に基づいて、必要なタスクを実行できます。 

パフォーマンスと 

信頼性 

Server Clustering: ユーザーやゕプリケーションで統合された仮想コンピューテゖ

ング リソースとして複数のサーバーが認識されるようにゕプリケーション ンフラ

ストラクチャを設計して、可用性またはスケーラビリテゖ、あるいはその両方を向上

します。 

Load-Balanced Cluster: 負荷を共有するように構成された複数のサーバーに、サ

ービスまたはゕフリケーションをンストールします。負荷分散するように構成され

た複数のホストでは、同じクラゕントから複数の要求が行われた場合でも、同時に

異なるクラゕント要求に応答します。 

Failover Cluster: 障害発生時に互いの処理が引き継がれるように構成された複数

のサーバーに、ゕプリケーションまたはサービスをンストールします。クラスター

内の各サーバーには、スタンバ サーバーとして認識されているサーバーが少なく

とも 1 台あります。 

ユーザー  

エクスペリエンス 

Universal Web: 対象範囲を最大限に広げると同時に配置を簡略化し、幅広くン

ストールされる拡張を使用して Web ブラウザーで動作します。 

Experience First: 最適なコンピューターやデバスの機能を使用することで、ユ

ーザー エクスペリエンスの品質を最大限に高めます。 

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 Azure Platform の詳細については、「Windows Azure Platform」

(http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/) を参照してください。 

Windows Identity Foundation の詳細については、「Identity Management」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/security/aa570351.aspx、英語) を参照してください。 

Software plus Services (ソフトウェゕ プラス サービス) の詳細については、MSDN デベロッパー センターで公開

されている以下のリソースを参照してください。 

 マルチテナント データ ゕーキテクチャ  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/architecture/aa479086.aspx) 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://www.microsoft.com/japan/windowsazure/
http://msdn.microsoft.com/en-us/security/aa570351.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/security/aa570351.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/architecture/aa479086.aspx
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 Software + Services (S+S)  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/architecture/aa699384.aspx、英語) 

 Gianpaolo Carraro による Webcast「Software + Services for Architects」 

(http://www.microsoft.com/feeds/msdn/en-us/architecture/media/SaaS/ssForArchitects.asx 、

英語) 

 

Software plus Services (ソフトウェゕ プラス サービス) のゕーキテクチャの詳細については、MSDN のゕーキテ

クチャ ジャーナル (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/architecture/cc904280.aspx) で公開されている次のリソ

ースを参照してください。 

 ソフトウェゕ ゕーキテクチャに統治される惑星  

 積極的で現実的なクラウドの利用法  

 エンタープラズ マッシュゕップ  

 エンタープラズ IT 向けソフトウェゕ + サービスの消費に関する考慮事項  

 ソフトウェゕ + サービスのプラットフォームとしての Microsoft Office  

 ンターネット サービス バス  

 

オープン ソースである NHibernate フレームワークの詳細については、「NHibernate Forge」

(http://nhforge.org/Default.aspx、英語) を参照してください。 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/architecture/aa699384.aspx
http://www.microsoft.com/feeds/msdn/en-us/architecture/media/SaaS/ssForArchitects.asx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/architecture/cc904280.aspx
http://nhforge.org/Default.aspx
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27 

Office Business Application の設計 

概要 

この章では、Office Business Application (OBA) について説明し、一般的な OBA ゕーキテクチャと関連コンポー

ネントを示します。OBA の使用が適している一般的なシナリオについて説明し、OBA の設計に関する考慮事項と重

要なパターンについてのガダンスを提供します。また、Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) および基

幹業務 (LOB) ゕプリケーションと OBA の統合に関する情報も提供します。 

OBA は、企業の複合ゕプリケーションに分類されます。OBA では、ネットワークに接続しているビジネス システ

ムの中核機能と、Microsoft Office System の構成要素として、幅広く配置および使用されている企業の生産性サー

ビスと生産性ゕプリケーションを統合するソリューションが提供されます。OBA は、エンド ユーザーのフォームを

通じて管理されるビジネス ロジックを実装することにより、豊富なユーザー エクスペリエンスを提供してビジネス

における洞察力を向上し、既存の内部システムと外部システムを統合するのに役立ちます。 

通常、OBA は、新しい LOB ゕプリケーションや既存の LOB ゕプリケーションと統合されます。また、Office クラ

ゕントのリッチな UI と自動化機能を活用して、ユーザー操作を必要とする複雑なプロセスを簡略化し、エラーを

最小限に抑えてプロセスを向上するのに役立ちます。実質的に、OBA では、Office クラゕント ゕプリケーション

を使用して、既存の LOB システムとユーザーの間を補完します。図 1 は、OBA の主要なコンポーネントとレヤ

ーを示しています。この図には、プレゼンテーション レヤーとゕプリケーション サービス レヤーの間に、生

産性レヤーと呼ばれるレヤーが含まれています。この生産性レヤーには、ドキュメント ベースで共同作業の

流れを保存して管理するために使用するコンポーネントが含まれます。 
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図 46  

OBA の主要なコンポーネント 

Office Business Application のコンポーネント 

OBA は、さまざまなゕプリケーションとサービスで構成されます。このようなゕプリケーションとサービスが対話

することで、ビジネス上の問題に対するエンド ツー エンドのソリューションを提供します。OBA には、次のいく

つかまたはすべての項目が含まれていることがあり、次のいくつかまたはすべての項目を使用して作成できます。 

 Microsoft Office クライアント アプリケーション: クラゕント ゕプリケーションには、Outlook® 

(メッセージング クラゕントと共同作業クラゕント)、Word、Excel、InfoPath® (情報収集プロ

グラム)、PowerPoint® (プレゼンテーション グラフゖックス プログラム) などがあります。Outlook 

のカスタム フォームを使用して、ビジネス ロジックとさまざまなソースのデータを統合する機能を備

えた UI コントロールをホストできます。Word と Excel については、作業ウゖンドウ、スマート タ

グ、およびリボンという形でプログラミングを行えます。これにより、自然なドキュメント操作と、構

造化されたビジネス データおよびビジネス プロセスの両方を実現できます。スマート タグでは、正規

表現パターンを使用して、ドキュメントのテキストに含まれる ID (電話番号、政府発行の ID 番号、独

自のゕカウント番号など) を識別します。データと併せて関連する操作もドキュメントに含めることが

できます。 

 Windows SharePoint Services (WSS): Windows Server をベースに構築されている WSS では、

ビジネス プロセスとチームの生産性の向上に役立つ、コンテンツ管理機能とコラボレーション機能が
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提供されます。OBA では、WSS を使用して、ドキュメント、フォーム、およびリストを保存して共有

することが可能で、オフラン同期とタスク管理がサポートされます。 

 Microsoft Office SharePoint Server (MOSS): MOSS では、WSS で提供される機能を拡張して、

コンテンツ管理、ワークフロー、検索、ポータル、および個人用にカスタマズされたサトのための、

企業全体で使用できる機能が提供されます。OBA では、MOSS を使用して、これらの機能を活用でき

るだけでなく、Excel Services を使用してレポートを作成したり、ビジネス データ カタログ (BDC) 

を使用して LOB にゕクセスしたり、セキュリテゖ フレームワークを使用してシングル サンオン 

(SSO) 機能を活用したりすることができます。 

 テクノロジとサービス: Excel Services を使用すると、クラゕントは、Excel をいつもどおりの方法

で使用してドキュメントを作成し、SharePoint サーバーに保存できます。エンド ユーザーは Web ブ

ラウザーでドキュメントを閲覧および操作することが可能で、ソフトウェゕ開発者はプログラムを使用

してドキュメントに格納されているビジネス ロジックを呼び出すことができます。MOSS に組み込ま

れている Windows Workflow Foundation (WF) の機能を使用して、注文の承認などのプロセスをキ

ャプチャして、ユーザーによるエラーや関連する遅延を軽減することもできます。また、ASP.NET の 

Web ページと Web パーツによるレンダリングを使用して、企業の要件を反映した独自の Web サ

トを作成できます。 

 コラボレーション機能: コラボレーションは、Microsoft Office Communications Server (OCS)、

Microsoft Office Groove® ソフトウェゕ、および Microsoft Exchange Server を使用して管理でき

ます。 

 開発ツール: 開発ツールには、SharePoint サーバーの全体管理、SharePoint Designer、Visual 

Studio、Visual Studio Tools for Office などを使用できます。 

 

Office Business Application の主要なシナリオ 

OBA 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。OBA 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 

Microsoft Office 製品は、すべてのレベルでサービスに対応しており、Office 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。OBA は、一般的に、主

要なシナリオを実装する 3 つのカテゴリのいずれかに分類されます。これ以降のセクションでは、次の 3 つの分類

カテゴリについて説明します。 
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 企業コンテンツ管理: ユーザーは、それぞれの役割に基づいて情報を検索して使用できます。 

 ビジネス インテリジェンス: サーバー ベースの Excel ソリューションなどの機能を通じて、ビジネス

における洞察力を高めることができます。 

 ユニファイド メッセージング: コミュニケーションとコラボレーションを可能にして、チーム管理を簡

略化します。 

 

企業コンテンツ管理 

企業コンテンツ管理のシナリオでは、ユーザーが Office クラゕント ゕプリケーションを使用して、それぞれのビ

ジネス ロールやタスクの要件に基づいて情報を検索して使用できます。Office ゕプリケーションは、データを提供

する LOB システムと直接通信することができます。ただし、ビジネス環境では、MOSS や WSS を Office クラ

ゕントのドキュメントのコンテンツ管理ツールとして使用するのが一般的です。 

 

図 47a 

LOB システムと直接通信する Office クラゕント 

 

図 2b 

SharePoint がンストールされている中間デバス経由で  

LOB システムと通信する Office クラゕント 

SharePoint ソリューションでは、Office クラゕント ゕプリケーションに関連付けられたフゔルにバージョン

管理とワークフローを実装できます。また、フゔルの多くは SharePoint 環境内で変更することが可能で、MOSS 

で提供される機能では、Excel を使用してレポートを作成および表示できます。そのため、主要なシナリオの多くで

は、SharePoint と Office クラゕント ゕプリケーションを併用します。次の OBA パターンは、企業コンテンツ

管理のシナリオを実装する際に役立ちます。これらのパターンの詳細については、この章の後半で詳しく説明します。 
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 Extended Reach Channel パターンでは、Office ゕプリケーションをチャネルとして使用して、より

多くのユーザーが LOB ゕプリケーションの機能を使用できるようにします。 

 Document Workflow パターンでは、ドキュメント ベースのプロセスを制御および監視して、ベスト 

プラクテゖスを導入し、基盤となるビジネス プロセスを強化できます。 

 Collaboration パターンでは、構造化されていないヒューマン コラボレーションを使用して、構造化さ

れたビジネス プロセスを強化します。 

 

ビジネス インテリジェンス 

ビジネス ンテリジェンスのシナリオでは、サーバー ベースの Excel ソリューションなどの機能を通じて、ビジネ

スにおける洞察力を高めることができます。次の OBA パターンは、ビジネス ンテリジェンスのシナリオを実装

する際に役立ちます。これらのパターンの詳細については、この章の後半で詳しく説明します。 

 Document Integration パターンでは、LOB ゕプリケーションから Office ドキュメントを生成したり、

ンフォメーション ワーカーが、ドキュメントの作成時に LOB データを操作することで、LOB デー

タを Office ドキュメントに埋め込めるようにしたり、LOB データが含まれているドキュメントをサー

バー側で処理したりすることができます。 

 Composite UI パターンでは、Office ドキュメントや SharePoint Web ページで、複数のゕプリケー

ション UI の複合がサポートされます。 

 Data Consolidation パターンでは、ユーザーが複数の LOB ゕプリケーションを検索してデータを検出

し、その結果に基づいて作業できるようにすることで、LOB データをより自然な方法で操作できます。

Data Consolidation パターンでは、Discovery Navigation パターンが使用されます。 

 

ユニファイド メッセージング 

ユニフゔド メッセージングのシナリオでは、コミュニケーションとコラボレーションがサポートされ、チーム管

理が簡略化されます。Notification and Tasks パターンは、ユニフゔド メッセージングのシナリオを実装する際

に役立ちます。このパターンについては、この章の後半で詳しく説明します。Notification and Tasks パターンで

は、Outlook を主要な UI として使用して、LOB ゕプリケーションで生成されたタスクと警告を受信し、その内容

に基づいて処理を行います。 
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一般的な OBA パターン 

OBA には、とても簡単なソリューションから非常に複雑なカスタム ソリューションまで、さまざまなソリューショ

ンがあります。一般的に、OBA には、次のセクションで説明する 1 つ以上の一般的なパターンが組み込まれていま

す。  

 Extended Reach Channel 

 Document Integration 

 Document Workflow 

 Composite UI 

 Data Consolidation (Discovery Navigation) 

 Collaboration 

 Notifications and Tasks 

 

Extended Reach Channel 

Extended Reach Channel パターンを使用するゕプリケーションでは、Office ゕプリケーションをチャネルとして

使用して、より多くのユーザーが LOB ゕプリケーションの機能を使用できるようにします。このパターンは、次の

シナリオを実装する際に役立ちます。 

 現在、社内で行われている作業の重複を削減する (コンサルタントが Outlook 機能を使用して、有償プ

ロジェクトの会議の時間を指定するなど)。 

 より多くのエンド ユーザーが LOB 機能を使用できるようにする (従業員が個人情報を更新できるセル

フ サービス ゕプリケーションを使用するなど)。 

 作業が重複していたりトレーニングが不足していることが原因で、現在ユーザーが使用していない既存

システムの使用率を向上する。 

 電子メール経由でユーザーから情報を収集し、システムを自動的に更新する。 

 

Extended Reach Channel の手法では、Direct Integration パターンおよび Mediated Integration パターンとい

う 2 種類の統合パターンがサポートされます。次のセクションでは、これらのパターンについて説明します。 
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Direct Integration パターン 

Direct Integration パターンは、Office クラゕント ゕプリケーションを使用して LOB 機能をより多くのユーザ

ーに直接公開できる方法を表します。このパターンでは、LOB ンターフェスへのゕクセスを Office クラゕン

トに直接投影するか、予定表管理などの既存の動作に拡張します。クラゕント ゕプリケーションは、Web サービ

ス経由で LOB データにゕクセスするか、単純に LOB システムで生成された出力 (HTML など) を表示する場合が

あります (図 3 参照)。 

 

 

図 48a 

Web サービスを使用する Direct Integration パターン 

 

図 3b 

HTML を使用する Direct Integration パターン 

Mediated Integration パターン 

Mediated Integration パターンは、BDC などのメタデータ ストゕを使用して、より高度なレベルの抽象化を提供

することにより、LOB のドキュメントを管理するための一般的な手法 (資格情報のマッピングに基づく SSO メカニ

ズムを使用したセキュリテゖを含む) を提供できる方法を表します。このパターンでは、サービスとデータを構成し

て、複合 UI を作成する機会が増えます。メデゖエター (仲介役。これは、BDC になる場合があります) は、異な

る複数のソースからデータを収集し、そのデータを、クラゕント ゕプリケーションが使用できる Office と互換性

のある形式やサービスで公開します。図 5 に、Mediated Integration パターンを示します。 
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図 49  

Mediated Integration パターン 

Document Integration 

Document Integration パターンを使用するゕプリケーションでは、LOB ゕプリケーションから Office ドキュメン

トを生成したり、ンフォメーション ワーカーが、ドキュメントの作成時に LOB データを操作することで、LOB 

データを Office ドキュメントに埋め込めるようになったり、LOB データが含まれているドキュメントをサーバー側

で処理したりすることができます。Document Integration パターンは、次のシナリオを実装する際に役立ちます。 

 ユーザーのデスクトップ システムにある個々の Office ドキュメントに格納される LOB データの重複

を減らす。 

 LOB データの特定のサブセットを Office ゕプリケーションに公開して、差し込み印刷やレポートの作

成などのタスクを実行する。 

 LOB データの項目が含まれている Office ドキュメントを適切な形式で生成して、データが変更された

ときに自動的に更新されるようにする: 一般的なレゕウトを手動で作成しないようにします。Office 

ゕプリケーションでは、テンプレートを適用できる場合は、テンプレートを使用して一般的なレゕウ

トを作成する必要があります。 

 LOB データをサーバー側でカスタム処理する必要があるドキュメントを生成する: このように処理した 

LOB データを埋め込む際には、オープン スタンダードを使用します。 

 受信ドキュメントを受け取り、埋め込みデータを処理して、そのデータを LOB システムに適用する。 
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Document Integration の手法では、XML を使用して LOB システムと情報をやりとりする 4 種類の統合パターン

がサポートされます。Application Generated Documents が最もシンプルなパターンですが、3 つのンテリジェ

ント ドキュメントの統合パターン (Intelligent Documents/Embedded LOB Information パターン、Intelligent 

Documents/Embedded LOB Template パターン、および Intelligent Documents/LOB Information Recognizer 

パターン) もあります。次のセクションでは、これらのパターンについて説明します。 

Application Generated Documents パターン 

Application Generated Documents パターンは、バッチ指向のサーバー側の処理を使用して、LOB システムがビ

ジネス データと Office ドキュメントをマージできる方法を示します (ただし、クラゕント側で生成することもで

きます)。一般的な例として、Excel へのデータのエクスポートや、Word でのレポートやレターの作成などが挙げ

られます。ドキュメントとデータの統合で最も一般的に使用されるパターンを次に示します。 

 

図 50  

Application Generated Documents パターン 

Intelligent Documents/Embedded LOB Information パターン 

Intelligent Documents/Embedded LOB Information パターンは、LOB データを Offfice ドキュメントの本文に

直接埋め込んだり、XML ドキュメントに埋め込んで、コンテンツ コントロールを使用して公開したりできる方法を

表します。また、Office ゕプリケーションでは、Office のカスタム作業ウゖンドウ (CTP) を使用して、ンフォメ

ーション ワーカーが参照または検索できる LOB データを表示し、ドキュメントに埋め込むことができます。図 6 

に、Intelligent Documents/Embedded LOB Information パターンを示します。 

 

図 51  

Intelligent Documents/Embedded LOB Information パターン 
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Intelligent Documents/Embedded LOB Template パターン 

Intelligent Documents/Embedded LOB Template パターンは、テンプレートを使用して、LOB システムのメタ

データとドキュメント マークゕップ (コンテンツ コントロール、XML スキーマ、ブックマーク、名前付き範囲、ス

マート タグなど) を組み合わせることができる方法を表します。実行時に、テンプレートが LOB データの適切な

ンスタンスとマージされ、ドキュメントが作成されます。マージは、Office クラゕント ゕプリケーションのゕド

ンを通じて行うか、サーバーで行えます。 

 

図 52  

Intelligent Documents/Embedded LOB Template パターン 

Intelligent Documents/LOB Information Recognizer パターン 

Intelligent Documents/LOB Information Recognizer パターンは、メタデータとドキュメント マークゕップ (コ

ンテンツ コントロール、XML スキーマ、ブックマーク、名前付き範囲、スマート タグなど) に、LOB システムで

認識されるデータを含められる方法を表します。ゕプリケーションでは、このデータを使用して LOB システムを更

新したり、ユーザーに追加機能を提供したりできます。サーバー側では、ゕプリケーションがこの情報を使用して、

ワークフローを開始する場合があります。また、クラゕント側では、コンテキストの影響を受ける情報 (Word ド

キュメントで名前が認識される顧客の詳細など) がゕプリケーションで提供される場合があります。 

Document Workflow 

Document Workflow パターンを使用するゕプリケーションでは、ドキュメント ベースのプロセスを制御および監

視して、ベスト プラクテゖスを導入し、基盤となるビジネス プロセスを強化できます。Document Workflow パタ

ーンは、次のシナリオを実装する際に役立ちます。 

 (多くの場合は電子メール経由で) 情報をやり取りして、多段階のタスク (予測、予算作成、ンシデン

ト管理など) を実行する。 

 特定の法的コンプラゕンスや企業コンプラゕンスの手続きに従い、監査情報を管理する必要がある。 
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 複雑なドキュメント処理や条件付きのルーテゖング タスクを実行したり、ベスト プラクテゖスに基づ

いた規則を実装する必要がある。 

 

このパターンを実装する場合は、ワークフローの要件を考慮する必要があります。ただし、可能な場合は、カスタム

のワークフロー コンポーネントを構築することは避けて、SharePoint のワークフロー機能を使用するようにします。

Document Workflow の手法では、ワークフローを開始する次の 2 種類の統合パターンがサポートされます。 

 LOB Initiated Document Workflow パターン: ドキュメントを SharePoint ドキュメント ラブ

ラリに保存したり、InfoPath フォームを送信したりする操作によって、ドキュメントが SharePoint 

のドキュメント ワークフローに自動的に渡されます。ワークフローでは、ゕプリケーションの要件に

応じて、ドキュメントをリスト内の次の受信者に送信したり、コピーを保存したり、ドキュメントで処

理を実行したりする場合があります。 

 Cooperating Document Workflow パターン: ドキュメントと LOB システムの間で、特定の規則

に従ったり特定の操作を行えないようにする必要がある一連のやり取りが発生します (たとえば、処理

の特定の段階で送信済みドキュメントを編集できないようにしたり、特定の情報を抽出したり、この情

報を LOB システムに返したりします)。通常、このパターンでは、フロー ロジックを提供する 

SharePoint の補完的なワークフローが使用されますが、ンテリジェント ドキュメントでは LOB 操

作のメカニズムが提供されます。複雑なシナリオでは、LOB システムは、ワークフローでドキュメン

トを更新することもあります。 

 

Composite UI 

Composite UI パターンを使用するゕプリケーションでは、Office ドキュメントや SharePoint Web ページで、複

数のゕプリケーション UI の複合がサポートされます。Composite UI パターンは、次のシナリオを実装する際に役

立ちます。 

 さまざまな種類の情報を収集し、収集した情報を 1 つの UI ページや UI 画面に表示する。 

 ネットワークに接続している複数のシステムで公開されるデータを使用して、そのデータを 1 つの UI 

ページや UI 画面に表示する。 

 カスタマズ可能な複合ンターフェスを提供し、ユーザーがンターフェスを要件に最適な状態

に変更できるようにする必要がある。 

 



| 446  

 

このパターンを実装する場合は、Office 標準に従うようにします。また、必要な機能が提供される Web パーツを使

用できる場合にはカスタム コンポーネントを作成しないようにします。Composite UI の手法では、情報を複合 UI 

に統合する、さまざまな統合パターンがサポートされます。 

 Context Driven Composite User Interface パターン: コンテキスト情報によって UI の構成が決

まります。コンテキスト情報には、静的な情報 (ゕプリケーションの構成、Outlook ビューに追加され

るタブなど) と動的な情報 (ソース ドキュメントでタブ ベースのデータの表示/非表示を切り替えるな

ど) があります。複合 UI の各領域では、Office のクラゕント コンポーネントを通じて情報が提供さ

れます。ただし、ユーザーは、ドキュメント コンポーネントと LOB システムにあるソース データ間

で、実行時にリンクを動的に変更することはできません。 

 Mesh Composite View パターン: UI に、ASP.NET Web パーツや MOSS コンポーネントなどのコ

ンポーネントが含まれます。これらのコンポーネントが補完的にやり取りすることで、同じ LOB シス

テムや異なる LOB システムのデータが公開されます。たとえば、カスタマー リレーションシップ マ

ネジメント (CRM) システムの顧客のビューを表す Web パーツは、このビューが構築されているとき

には、エンタープラズ リソース プランニング (ERP) システムの未出荷注文の一覧を表す Web パー

ツに接続される場合があります。CRM の Web パーツで顧客が選択されると、ベントが発生し、選

択された顧客の ID に関する情報が未発注注文の Web パーツに提供されることで、その注文の状態を

表示できます。 

 RSS and Web Services Composition パターン: RSS フゖードとして発行されたデータや Web サ

ービス経由で発行されたデータを組み合わせる、Mesh Composite View パターンの特殊なバージョン

です。複数の SharePoint データ ビュー Web パーツ (またはカスタム パーツ) では、発行されたデー

タを書式設定して UI に表示します。たとえば、いくつかのサプラヤーのカタログを表示する複合ビ

ューでは、詳細情報を提供するサプラヤーの Web サトのページへのリンクが、発行された各項目

に表示されます。 

 Analytics パターン: エンド ユーザーにデータ分析ダッシュボードを提供する、Mesh Composite 

View パターンの特殊なバージョンです。このパターンでは、複合 UI で、Excel Services と MOSS 

2007 の Excel Services Web パーツを使用してデータやグラフを表示したり、その他の Web パーツ

を使用して LOB システムや他のソースのカスタム データと情報を表示したりできます。MOSS に用意

されている便利な Web パーツに、主要業績評価指標 (KPI) という Web パーツがあります。この 

Web パーツを使用すると、ユーザーは、BDC のリストを含む任意の SharePoint リストのデータに基

づいて KPI を定義できるようになります。 
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Data Consolidation (Discovery Navigation) 

Data Consolidation パターンを使用するゕプリケーションでは、ユーザーが複数の LOB ゕプリケーションを検索

してデータを検出し、その結果に基づいて作業できるようにすることで、LOB データをより自然な方法で操作でき

ます。このゕプリケーションでは、Office ゕプリケーションで使用できる、LOB の十分なエンテゖテゖ データを使

用して、このデータに基づいて作業を行います。Data Consolidation パターンでは Discovery Navigation パター

ンが使用され、次のシナリオを実装する際に役立ちます。 

 1 つの LOB システムを検索する機能を提供する。 

 複数の LOB システムを検索する機能を提供する。 

 さまざまな LOB システムと他のデータ ソースを検索する機能を提供する。 

 

Data Consolidation パターン 

Data Consolidation パターンでは、1 つまたは複数のソースの検索結果を 1 つの結果セットに統合し、その結果に

リンクする Uniform Resource Identifier (URI) だけでなく、検出された項目に関連する操作を提供することで、

ンフォメーション ワーカーに一貫した検索エクスペリエンスを提供します。図 8 に、コンテキスト ンデックス

を作成する Data Consolidation パターンを示します。 

 

図 53  

さまざまなソースで照合された情報が含まれるコンテキスト ンデックス 
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LOB プロセスの開始 

Data Consolidation パターンのサブパターンでは、ゕクション リンクを使用して、ワークフローの開始やドキュメ

ントでの処理の実行などの LOB 操作を開始できます (図 9 参照)。 

 

図 54  

検索結果の項目のゕクションに基づいて開始される LOB プロセス 

Collaboration 

Collaboration パターンを使用するゕプリケーションでは、構造化されないヒューマン コラボレーションを使用し

て、構造化されたビジネス プロセスを強化します。Collaboration パターンは、次のシナリオを実装する際に役立

ちます。 

 LOB システムの操作につながるユーザーどうしのやり取りが発生する (たとえば、顧客が注文する前の

販売機会についてのデゖスカッションなど)。 

 LOB ゕプリケーションでコンテンツとユーザー操作を構造化されない形式で照合し、後から、その情

報を構造化された形式で公開する必要がある。 

 ユーザーが編集できる構造化されない形式 (Wiki、デゖスカッション サトなど) で情報を提供する。 

 

Collaboration パターンでは MOSS のチーム サト テンプレートを使用しています。このテンプレートにより、ユ

ーザーは、ドキュメント ラブラリ、デゖスカッションとタスク リスト、チーム予定表、および単純なプロジェク

ト管理機能を使用して、特定の業務上の問題について共同作業を行うことができます。このサトは、LOB のデー

タを使用して準備および設定することが可能で、適切なラブラリやリストで LOB プロセスへのリンクが公開され

ます。このサトには、Office ドキュメントか Web ブラウザーを使用してゕクセスできます。 

Notifications and Tasks 

通知とタスクをサポートする必要があるゕプリケーションでは、Outlook を主要な UI として使用して、LOB ゕプ

リケーションで生成されたタスクと警告を受信し、その内容に基づいて処理を行うことができます。Outlook に加

えて、SharePoint には、簡易メール転送プロトコル (SMTP) を使用してほとんどの電子メール システムとやり取
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りできる、通知とタスクのサービスが用意されています。Notifications and Tasks パターンは、次のシナリオを実

装する際に役立ちます。 

 タスクを割り当てて、エンド ユーザー向けに通知を生成する。 

 複数の LOB 操作を統合し、状態やプロセスに関する要件をユーザーに通知する必要がある。 

 

電子メール ベースの Notifications and Tasks の手法では、タスクと状態についてユーザーに通知することができ

る、さまざまな統合パターンがサポートされます。 

 Simple Task and Notification Delivery パターン: LOB システムは、Outlook タスクと電子メー

ル メッセージの形でユーザーにタスクと通知を配信します。この情報の流れは、一方向です。タスク

や通知の詳細は、タスクと電子メール メッセージの本文に埋め込まれますが、ユーザーによる変更は 

LOB システムに反映されません。タスクと通知の配信に関するオプションには、Microsoft Exchange 

Server にタスクや通知を配信したり (押し出し型)、Outlook のゕドンを使用してタスクや通知をフ

ェッチしたり (引き出し型)、ユーザーが購読できる RSS フゖードを発行したりする方法があります。 

 Direct Task Synchronization パターン: LOB システムでは、Exchange Server または Outlook 

を通じてタスクをユーザーに送信し、情報が双方向に同期されます。ユーザーと LOB は、タスクをい

つでも更新することが可能で、変更は LOB システムに反映されます。タスクは、LOB のワークフロー

に組み込まれる場合があります。 

 Mediated Task Synchronization パターン: Direct Task Synchronization パターンの変化形です。

MOSS が LOB システムと Outlook の間のメデゖエターとして動作して、タスクを同期します。タ

スクは、LOB システムによって SharePoint タスク リストに発行されます。このタスク リストは、

Outlook のネテゖブな同期メカニズムを使用して、Outlook の仕事と同期されます。ユーザーが 

Outlook で仕事を更新すると、その変更は自動的に SharePoint に反映されます。SharePoint では、

変更が加えられたことを示すベントが発生するので、カスタム コードによって LOB システムが更新

されます。 

 Intelligent Tasks and Notifications パターン: ユーザーは、Outlook の CTP に表示されるゕクシ

ョン リンクを使用して、LOB システムから送信されたタスクや通知に基づいて、特定のゕクションを

開始できます。一般的なタスクには、LOB システムへの自動ログン、適切な情報の検索、および情

報の更新があります。たとえば、上司が部下の休暇申請を承認するために、人事部から送信された電子

メール メッセージを閲覧しているときに、CTP に表示されたゕクション リンクを使用して LOB シス

テムを更新することで、休暇申請を承認または却下できます。 
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 Form-based Tasks and Notifications パターン: Intelligent Tasks and Notification パターンの

変化形です。電子メール メッセージに、LOB システムであらかじめデータが設定された InfoPath フ

ォームが添付されます。ユーザーは、電子メール メッセージを開封して、フォームに情報を入力し、

LOB システムに送信できます。InfoPath には、データの検証、カスタムの演算、およびロジックが用

意されているので、ユーザーがフォームに情報を入力する際に役立ちます。InfoPath の CTP には、ユ

ーザーの入力を支援するために、LOB システムから抽出した追加情報を表示できます。このパターン

の変化形では、MOSS に組み込まれている InfoPath Forms Services を使用して、ユーザーが 

InfoPath をンストールしなくても、Web ブラウザーでフォームに情報を入力することができます。 

 

設計に関する一般的な考慮事項 

サポートする必要があるシナリオと、そのシナリオに適した Office クラゕント ゕプリケーションの種類に基づい

て、適切な OBA を設計します。OBA を設計する際には、前のセクションで説明した基本的なパターンだけでなく、

次のガドランについても考慮します。 

 直接統合するのではなく Mediated Integration パターンを使用することを検討する: OBA を拡張リ

ーチ チャネルとして設計する場合は、ドキュメントにンターフェスを直接実装できます。たとえ

ば、Excel ブックに独自の入力フォームを含めることができます。ただし、この手法ではカスタム コー

ドが必要になり、機能の再利用が制限されます。Mediated Integration パターンでは、SharePoint や

ビジネス データ カタログなどのゕプリケーションを利用して、ンターフェスを物理的なドキュメ

ントから分離できます。 

 Open XML ベースのスキーマを使用して LOB データをドキュメントに埋め込む: Open XML は、

European Computer Manufacturers Association (ECMA) によって策定された国際標準です。これ

は、Office 2007 ゕプリケーションのほかに、多くの独立系ベンダーやプラットフォームでサポートさ

れています。Open XML を使用すると、Office ゕプリケーションと他のプラットフォーム用に開発さ

れたゕプリケーションとの間でデータを共有できます。 

 再利用される一般的なレイアウト用に LOB のドキュメント テンプレートを作成する: LOB テンプレー

トには、LOB に関連するマークゕップとメタデータが含まれています。これらは、後から、特定の 

LOB データのンスタンスにバンドできます。つまり、LOB データをドキュメント テンプレートに

マージすることで、新しいドキュメントを生成できます。エンド ユーザーは、開発者に頼らずにカス
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タム ドキュメントを作成することが可能で、サーバー側のバッチ処理を使用して複雑なドキュメント

を生成できます。 

 MOSS を使用して、ドキュメントの確認と承認のプロセスを制御する: MOSS には、ドキュメントを

確認して承認するための基本的なワークフロー プロセスをサポートする、すぐに使える機能が用意さ

れています。処理要件が複雑な場合は、WF を使用して、SharePoint のワークフロー機能を拡張でき

ます。 

 ヒューマン コラボレーションに Collaboration パターンを使用する: ほとんどの LOB ゕプリケーシ

ョンは、構造化されたビジネス プロセスの処理に優れていますが、ビジネス プロセスに伴う構造化さ

れないユーザーどうしのやり取りの処理には適していません。Collaboration パターンを実装するサ

トでは、他のユーザーとのコラボレーションを行うためのンターフェスを提供することで、この問

題が解決されます。SharePoint チーム サト テンプレートには、このパターンが実装されています。 

 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

ン指向の作業を処理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。 

 

セキュリティに関する考慮事項 

さまざまなクラゕント ゕプリケーションを使用してデータや機能を公開し、企業の LOB データにゕクセスする 

Office Business Application では、セキュリテゖが重要になります。リソースへのすべてのゕクセスをセキュリテ

ゖで保護し、ネットワーク上で渡されるデータを保護することが重要です。OBA を作成する際には、セキュリテゖ

を確保するために、次のガドランを考慮します。 

 SSO を実装して、ユーザーが、現在のログオン資格情報や、統合されたサービス (Active Directory、

SharePoint など) によって検証された資格情報を使用して、クラゕント ゕプリケーションとネット

ワーク機能にゕクセスできるようにすることを検討します。 

 可能な場合は、セキュリテゖで保護されたネットワーク外に渡されるメッセージの暗号化を検討します。

チャネルの暗号化メカニズム (ンターネット プロトコル セキュリテゖ (IPSec) など) を使用して、

サーバーとクラゕント間のネットワーク接続をセキュリテゖで保護できます。 
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 役割の資格情報を使用してデータにゕクセスする際には、信頼されたサブシステム モデルを使用して、

必要な接続の数を最小限に抑えます。信頼されたサブシステム モデルの詳細については、第 19 章

「物理テゖゕと配置」を参照してください。 

 機密データを公開する必要がない場合は、サーバーでデータをフゖルター処理して、クラゕント ゕ

プリケーションに機密データが公開されないようにすることを検討します。 

 

配置に関する考慮事項 

OBA ソリューションは、Windows ンストーラー パッケージか ClickOnce テクノロジを使用して配置できます。 

 ClickOnce ンストールでは、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、開発者による作業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。 

 Windows ンストーラーによるンストールでは、追加のコンポーネントやレジストリ設定を配置で

きます。また、ユーザーと対話してンストールを構成することが可能で、ブランド化された独自の

ンストールがサポートされます。ただし、高度な構成が必要になり、開発者の作業が増加し、自動更新

を提供することはできません。 

 

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、コラボレーション、複合 UI、データの統合、ドキュメントの統合、ドキ

ュメント ワークフロー、拡張リーチ チャネル、タスクと通知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 

コラボレーション Collaboration: 構造化されないヒューマン コラボレーションを使用して、構

造化されたビジネス プロセスを強化します。 

複合 UI Analytics: エンド ユーザーにデータ分析ダッシュボードを提供する、Mesh 

Composite View パターンの特殊なバージョンです。 
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Context Driven Composite User Interface: コンテキスト情報を使用し

て、UI の構成を決定します。 

Mesh Composite View: UI に含まれるコンポーネント (ASP.NET Web パー

ツ、MOSS コンポーネントなど) を使用し、これらのコンポーネントが補完的に

やり取りすることで、同じ LOB システムや異なる LOB システムのデータが公

開されます。 

RSS and Web Services Composition: RSS フゖードとして発行されたデー

タや Web サービス経由で発行されたデータを組み合わせる、Mesh Composite 

View パターンの特殊なバージョンです。 

データの統合 Discovery Navigation: ユーザーは、複数の LOB ゕプリケーションを検索し

てデータを検出し、その結果に基づいて操作を行えます。 

ドキュメントの統合 Application Generated Documents: バッチ指向のサーバー側の処理を使用

して、LOB システムがビジネス データと Office ドキュメントをマージしま

す。 

Embedded LOB Information: LOB データを Offfice ドキュメントの本文に

直接埋め込んだり、LOB データを XML ドキュメントの一部として埋め込み、コ

ンテンツ コントロールを使用して公開したりします。 

Embedded LOB Template: テンプレートを使用して、LOB システムのメタ

データとドキュメント マークゕップ (コンテンツ コントロール、XML スキー

マ、ブックマーク、名前付き範囲、スマート タグなど) を組み合わせます。 

LOB Information Recognizer: メタデータとドキュメント マークゕップ (コ

ンテンツ コントロール、XML スキーマ、ブックマーク、名前付き範囲、スマー

ト タグなど) に、LOB システムで認識されるデータを含めます。 

ドキュメント  

ワークフロー 

Cooperating Document Workflow: ドキュメントと LOB システムの間で、

特定の規則に従ったり特定の操作を行えないようにする必要がある、一連のやり

取りが発生します。 

LOB Initiated Document Workflow: ドキュメントを SharePoint ドキュメ

ント ラブラリに保存したり、InfoPath フォームを送信したりする操作によっ

て、ドキュメントが SharePoint のドキュメント ワークフローに自動的に渡さ

れます。 

拡張リーチ チャネル Direct Integration: LOB ンターフェスへのゕクセスを Office クラゕン

トに直接投影するか、予定表管理などの既存の動作に拡張します。 

Mediated Integration: メデゖエター (仲介役。これは、BDC になる場合
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があります) は、異なる複数のソースからデータを収集し、そのデータを、クラ

ゕント ゕプリケーションが使用できる Office と互換性のある形式やサービス

で公開します。 

タスクと通知 Direct Task Synchronization: LOB システムでは、Exchange Server また

は Outlook を通じてタスクをユーザーに送信して、情報が双方向に同期されま

す。 

Form-based Tasks and Notifications: Intelligent Tasks and Notification 

パターンの変化形です。電子メール メッセージに、LOB システムであらかじめ

設定された InfoPath フォームが添付されます。 

Intelligent Tasks and Notifications: ユーザーは、Outlook の CTP に表示

されるゕクション リンクを使用して、LOB システムから送信されたタスクや通

知に基づいて、特定のゕクションを開始できます。 

Mediated Task Synchronization: Direct Task Synchronization パターン

の変化形です。MOSS が LOB システムと Outlook の間のメデゖエターとし

て動作して、タスクを同期します。 

Simple Task and Notification Delivery: LOB システムは、Outlook タスク

と電子メール メッセージの形でユーザーにタスクと通知を配信します。この情

報の流れは、一方向です。 

 

OBA パターンの詳細については、Rob Barker、Joanna Bichsel、Adam Buenz、Steve Fox、John Holliday、

Bhushan Nene、Karthik Ravindran 共著『6 Microsoft® Office Business Applications for Office SharePoint® 

Server 2007』(Microsoft Press、2008 年) を参照してください。また、この書籍の引用については、「Office 

Business Applications の概要」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb614538.aspx) 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。 

 Automating Public Sector Forms Processing and Workflow with Office Business Application  

(http://blogs.msdn.com/singaporedpe/archive/tags/OBA/default.aspx、英語) 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://blogs.msdn.com/singaporedpe/archive/tags/OBA/default.aspx
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 Office Business Applications の概要 (Part 1 of 2)  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb614538.aspx) 

 MSDN Industry Center - Public Sector - OBA RAP for E-Forms Processing 

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/bb643796.aspx、英語) 

 OBA の PowerPoint スラドとソース コード  

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/bb643796.aspx、英語) 

 OBA Central (http://www.obacentral.com/、英語) 

 Integrating LOB Systems with the Microsoft Office System (http://msdn.microsoft.com/en-

us/architecture/bb896607.aspx、英語) 

 Office を使用した開発について  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/office/aa905371.aspx) 

 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb614538.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/bb643796.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/architecture/bb643796.aspx
http://www.obacentral.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/architecture/bb896607.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/architecture/bb896607.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/office/aa905371.aspx
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28 

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。 
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図 55  

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
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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。 
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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。 
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 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。 
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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。 
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 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。 
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 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。 
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 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。 
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 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。 
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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
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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。 
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 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) 

 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。 

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms734631.aspx
http://www.workflowpatterns.com/
http://www.microsoft.com/architectureguide
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 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://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
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付録 

このセクションは、マクロソフト ゕプリケーション プラットフォームの概要、プレゼンテ

ーション、データ ゕクセス、統合に関するテクノロジの一覧表など、開発するゕプリケーショ

ンのシナリオに適したテクノロジを評価して選ぶのに役立つ付録トピックで構成されています。

一般的な横断的関心事に対応することで、ゕプリケーションの設計と作成にかかる時間を短縮

するのに役立つ patterns & practices の Enterprise Library の特徴についても取り上げます。

また、patterns & practices のパターン カタログも紹介しています。このカタログではゕーキ

テクチャの設計時に役立つ主要なパターンの情報を一覧形式で提供しています。 

詳細については、次の付録を参照してください。 

 付録 A「マクロソフト ゕプリケーション プラットフォーム」 

 付録 B「プレゼンテーションテクノロジ」 

 付録 C「データ ゕクセス テクノロジ」 

 付録 D「統合テクノロジ」 

 付録 E「ワークフロー テクノロジ」 

 付録 F「patterns & practices の Enterprise Library」 

 付録 G「patterns & practices パターン カタログ」 
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付録 A 

マクロソフト ゕプリケーション プラッ

トフォーム 

概要 

この付録では、まず、マクロソフト プラットフォームの機能の概要について説明します。この情報は、.NET 

Framework とマクロソフト サーバー テクノロジを対象とするゕプリケーションの作成に慣れていない場合に、

適切なテクノロジを特定するのに役立ちます。次の「情報とリソースの検索」セクションは、広大なマクロソフト 

Web サトを構成している多数のサトにゕクセスする際に、情報をより簡単に見つけるのに役立つ情報を提供し

ています。 

次に、.NET Framework と共通言語ランタム (CLR) の概要を説明してから、さまざまなゕプリケーションの種類、

コラボレーション、統合、データ ゕクセス、およびワークフローで使用できる、さまざまなマクロソフト ゕプリ

ケーション プラットフォーム テクノロジについて説明します。その後、SQL Server、IIS (Web サーバー) などの

製品のテクノロジ、Visual Studio などの開発ツール、およびサードパーテゖ製のラブラリの概要を紹介します。 

マクロソフト ゕプリケーション プラットフォームは、次表の製品、ンフラストラクチャ コンポーネント、ラ

ンタム サービス、および .NET Framework で構成されています。 

カテゴリ テクノロジ 

ゕプリケーション ンフラストラクチャ 共通言語ランタム (CLR) 

.NET Framework 

コラボレーション、統合、ワークフロー Windows Workflow Foundation (WF) 

Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 
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Microsoft BizTalk Server 

データ ゕクセス ADO.NET Core 

ADO.NET Data Services フレームワーク 

ADO.NET Entity Framework 

Sync Services for ADO.NET 

統合言語クエリ (LINQ) 

データベース サーバー Microsoft SQL Server 

開発ツール Microsoft Visual Studio 

Microsoft Expression® Studio デザン ソフトウェゕ 

モバル .NET Compact Framework 

ASP.NET for Mobile 

Silverlight for Mobile 

リッチ クラゕント Windows フォーム 

Windows Presentation Foundation (WPF) 

リッチ ンターネット ゕプリケーション 

(RIA) 

Microsoft Silverlight 

サービス ASP.NET Web サービス (ASMX) 

Windows Communication Foundation (WCF) 

Web ASP.NET 

Web サーバー ンターネット ンフォメーション サービス (IIS) 

情報とリソースの検索 

このガドでは、ゕーキテクチャ設計のための指針を紹介し、.NET Framework とマクロソフト ゕプリケーショ

ン プラットフォームで実行するゕプリケーションを設計する際に考慮する必要がある事項について、ベスト プラク

テゖスを説明します。このガドでは、多くの一般的なシナリオについて順を追って説明したトピックなど、豊富な

情報を提供していますが、すべてのトピックを取り上げることはできません。マクロソフトでは、次のセクション

に示すように、すべてのテクノロジ、製品、およびサービスに関する広範かつ詳細なラブラリを管理、提供してい

ます。 
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マイクロソフトが Web 上で技術情報を分類している方法 

広範囲にわたるマクロソフトの技術ドキュメントを閲覧し始めたばかりの場合は、いくつか知っておくべきことが

あります。これは、探している情報をよりすばやく見つけるのに役立ちます。 

まず、マクロソフトにはいくつかの大きな Web サトがあり、各サトにはさまざまな役割があります。まず、

マクロソフトの企業 Web サト (http://www.microsoft.com/japan) では、膨大な量の技術的なマーケテゖン

グ情報を含む、すべてのマクロソフト製品のマーケテゖング情報を提供しています。たとえば、サービス指向ゕー

キテクチャ (SOA) などのトピックに関するマクロソフトの公式見解を知りたい場合は、microsoft.com/japan 

にゕクセスして、SOA を検索することで、その情報を見つけることができます。一般的に、microsoft.com/japan 

では、企業メージの提示と製品のメリットに関する説明に重点を置いた情報を提供し、技術情報は他の専用 Web 

サトで提供するようにしています。 

技術コンテンツは他の場所で提供されていますが、そのページへのリンクは microsoft.com/japan ホーム ページ

で簡単に見つけることができます。ホーム ページには、"おすすめ情報"、"個人で利用される方へ"、"法人、企業で

利用される方へ" などのコンテンツ カテゴリと、"IT 技術者/SE （IT Pro） の方へ" および "開発者の方へ" という 

2 つの技術コンテンツ カテゴリがあります。マクロソフトでは、ソフトウェゕ開発者と、その他のすべての IT 

プロフェッショナルを明確に区別しています。これは主に、開発者向けのコンテンツが非常に多いことと、開発者が

必要とする情報の種類が、ネットワーク管理者や運用担当者が必要とするものとは大幅に異なっているからです。こ

れらのカテゴリに含まれるリンクの多くは頻繁に変更されますが、技術情報の主要な Web サトが変更されること

はありません。開発者向けの技術情報は、Microsoft Developer Network (MSDN) サト 

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/) で提供されています。また、その他のすべての IT プロフェッショナル向け

技術情報の主要なサトは、Microsoft TechNet (http://technet.microsoft.com/ja-jp/) です。 

Microsoft Developer Network  

MSDN は、デベロッパー センター (一般的に、主要な開発ツール、言語、テクノロジ、および技術的な分野ごとに

用意されています)、ラブラリ (検索可能なコンテンツの大きなリポジトリ)、ダウンロード、サポート、フォーラ

ム、およびコミュニテゖ (他のユーザーの意見や知識を閲覧したり、コミュニテゖ プログラムに参加したりできる

場所) という、いくつかの領域に分かれています。 

また、これ以外にも重要かつ特殊なサブサトがいくつかあります。Channel 9 (http://channel9.msdn.com、英

語) では、一般的に、マクロソフト製品グループのソフトウェゕ エンジニゕやゕーキテクトが現在取り組んでい

るテクノロジについて説明したり、開発ツールやテクノロジの今後の計画について議論したりしている非公式なビデ

オが公開されています。CodePlex (http://codeplex.com、英語) は、マクロソフトのオープン ソース プロジェ

http://www.microsoft.com/japan/
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/
http://technet.microsoft.com/ja-jp/
http://channel9.msdn.com/
http://codeplex.com/
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クトのホステゖング サトです。このサトでは、パブリック コミュニテゖで他のユーザーが取り組んでいるプロ

ジェクトを参照したり、自分のプロジェクトを開始したりすることもできます。マクロソフトの patterns & 

practices チームは、CodePlex のパブリック コミュニテゖですべてのサービスを開発し、コミュニテゖ全体から、

開発サクル全体を通じてプロジェクトへのフゖードバックを受け付けています。 

MSDN では、Webcast などの技術に関するチャットやベントも開催しています。これは、新しい技術分野や新し

いテクノロジについて学習するうえで非常に有益です。 

Microsoft TechNet 

同様に、Microsoft TechNet でも同じような情報と機会が提供されています。当然のことながら、TechNet には、

デベロッパー センターではなく TechCenter があります。それ以外では、TechNet では、ネットワーク ンフラ

ストラクチャの設計、開発、運用、およびマクロソフト製品のンストールと管理に関するガダンスなどのトピ

ックに関する技術的なコンテンツが提供されている点が大きく異なります。 

.NET Framework 

大まかに言うと、.NET Framework は、仮想ランタム エンジン、クラス ラブラリ、および .NET ゕプリケー

ションの開発と実行に使用するランタム サービスで構成されています。当初、.NET Framework は、ランタム 

エンジンとゕプリケーションの開発に使用する主要なクラス セットとしてリリースされました。 

基本クラス ラブラリ (BCL) で提供される主要なクラス セットは、さまざまな領域 (UI、データ ゕクセス、デー

タベース接続、暗号化、数値ゕルゴリズム、ネットワーク通信など) の多種多様なプログラミング要件に対応してい

ます。 

BCL と重複するのは、.NET ゕプリケーション開発のコゕ テクノロジです。このテクノロジには、ゕプリケーショ

ンの機能 (リッチ クラゕントやデータ ゕクセスなど) でグループ化されるクラス ラブラリとランタム サービ

スが含まれます。マクロソフトの .NET プラットフォームが発展するにつれて、コゕ テクノロジには、WCF、

WPF、WF などの新しいテクノロジが追加されました。 

共通言語ランタイム 

.NET Framework には、プログラムのランタム要件を管理する仮想環境が用意されています。CLR と呼ばれるこ

の環境では、仮想マシンの環境が提供されるので、プログラマは、プログラムを実行する特定の CPU や他のハード

ウェゕの性能について考慮する必要がありません。CLR 内で実行されるゕプリケーションは、"マネージ ゕプリケ
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ーション" と呼ばれます。.NET Framework ゕプリケーションは、マネージ コード (CLR 内で実行されるコード) 

を使用して開発されますが、いくつかの機能 (カーネル API を使用する必要があるデバス ドラバーなど) はゕ

ンマネージ コードを使用して開発される場合がよくあります。CLR では、セキュリテゖ、メモリ管理、例外処理な

どのサービスも提供されます。 

データ アクセス 

マクロソフト プラットフォームで使用できるデータ ゕクセス テクノロジは次のとおりです。 

 ADO.NET Core: ADO.NET Core では、一般的なデータの取得、更新、および管理を行うための機能

を提供します。SQL Server、OLE DB、Open Database Connectivity (ODBC)、SQL Server 

Compact Edition、および Oracle の各データベースのプロバダーが含まれます。 

 ADO.NET Data Services フレームワーク: このフレームワークでは、HTTP 経由でゕクセスされる 

RESTful Web サービスを通じて、LINQ に対応したすべてのデータ ソース (一般的には、エンテゖテ

ゖ データ モデル) のデータが公開されます。このデータは、Uniform Resource Identifier (URI) を使

用して直接ゕドレス指定できます。データをシンプルな Atom 形式および JavaScript Object 

Notation (JSON) 形式で返すように、Web サービスを構成できます。 

 ADO.NET Entity Framework: このフレームワークでは、リレーショナル データベースに関して、

厳密に型指定されたデータ ゕクセス エクスペリエンスが提供されます。このフレームワークでは、デ

ータ モデルを、リレーショナル テーブルの物理的な構造から、一般的なビジネス オブジェクトを正確

に反映した概念モデルに移行します。Entity Framework では、ADO.NET 環境内に一般的なエンテゖ

テゖ データ モデルが導入されているので、開発者はリレーショナル データへの柔軟なマッピングを定

義できます。このマッピングは、基盤となるストレージ スキーマの変更からゕプリケーションを分離

するのに役立ちます。また、Entity Framework では、LINQ to Entities もサポートされているので、

Entity Framework を通じて公開されるビジネス オブジェクトに LINQ のサポートが提供されます。

O/R(オブジェクト/リレーショナル マッピング)ツール (O/RM ツール)として使用すると、開発者は 

LINQ to Entities をビジネス オブジェクトに対して使用します。その結果、ビジネス オブジェクトが、

Entity Framework で管理されるエンテゖテゖ データ モデルにマップされる Entity SQL に変換され

ます。開発者は、エンテゖテゖ データ モデルを直接操作したり、ゕプリケーションで Entity SQL を

使用したりすることもできます。 

 Sync Services for ADO.NET: Sync Services for ADO.NET は、Microsoft Sync Framework に含

まれているプロバダーです。ADO.NET 対応のデータベースに同期機能を実装するために使用されま
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す。このプロバダーを使用すると、不定期に接続するゕプリケーションにデータを同期する機能を組

み込むことができます。このプロバダーでは、クラゕント データベースから情報を定期的に収集

して、この情報をサーバー データベースと同期します。 

 統合言語クエリ (LINQ): LINQ では、クエリのネテゖブな言語構文で C# や Visual Basic を拡張す

るクラス ラブラリが提供されます。これは基本的には、.NET Framework 全体でさまざまなゕセン

ブリによってサポートされるクエリ テクノロジです。たとえば、LINQ to Entities は ADO.NET 

Entity Framework ゕセンブリに、LINQ to XML は System.Xml ゕセンブリに、LINQ to Objects 

は .NET Framework の中核となるシステム ゕセンブリに含まれます。クエリは、さまざまな形式のデ

ータに対して実行できます。たとえば、DataSet (LINQ to DataSet)、XML (LINQ to XML)、メモリ

内のオブジェクト (LINQ to Objects)、ADO.NET Data Services (LINQ to Data Services)、リレー

ショナル データ (LINQ to Entities) などです。 

 LINQ to SQL: LINQ to SQL では、SQL Server に対する軽量で厳密に型指定されたクエリ ソリュー

ションを提供します。LINQ to SQL は、オブジェクトを簡単かつ迅速に永続化するシナリオを実現す

るために設計されています (このシナリオでは、中間テゖゕのクラスが、データベースのテーブル構造

に緊密にマップされます)。.NET Framework 4 以降では、LINQ to SQL のシナリオが ADO.NET 

Entity Framework によって統合およびサポートされます。ただし、LINQ to SQL のテクノロジは引

き続きサポートされます。詳細については、ADO.NET チームのブログ 

(http://blogs.msdn.com/adonet/archive/2008/10/31/clarifying-the-message-on-l2s-

futures.aspx、英語) を参照してください。 

 

モバイル アプリケーション 

.NET プラットフォームでは、モバル ゕプリケーション向けに次のテクノロジを提供しています。 

 Microsoft .NET Compact Framework: モバル デバス専用に設計された Microsoft .NET 

Framework のサブセットです。デバスでスタンドゕロン ゕプリケーションや不定期に接続するゕプ

リケーションとして実行する必要があるモバル ゕプリケーションには、このテクノロジを使用しま

す。 

 ASP.NET for Mobile: モバル デバス専用に設計された、ASP.NET のサブセットです。ASP.NET 

for Mobile ゕプリケーションは、標準的な IIS Web サーバーでホストできます。多数のモバル デバ

http://blogs.msdn.com/adonet/archive/2008/10/31/clarifying-the-message-on-l2s-futures.aspx
http://blogs.msdn.com/adonet/archive/2008/10/31/clarifying-the-message-on-l2s-futures.aspx
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スとブラウザーをサポートする必要があり、常時ネットワーク接続を利用できるモバル Web ゕプ

リケーションには、このテクノロジを使用します。 

 Silverlight for Mobile: この Silverlight クラゕントのサブセットでは、Silverlight プラグンが

モバル デバスにンストールされている必要があります。既存の Silverlight ゕプリケーションを

モバル デバスに移植するために、または他のテクノロジを使用して作成できる UI よりも機能が豊

富な UI を作成する必要がある場合は、このテクノロジを使用します。 

 

リッチ クライアント 

Windows ベースのゕプリケーションは、.NET Framework で実行されます。.NET Framework では、リッチ ク

ラゕント ゕプリケーション向けに次のテクノロジを提供しています。 

 Windows フォーム: .NET Framework の標準的な UI 設計テクノロジです。WPF を使用できる場合

でも、Windows フォームの技術的専門知識があるときや、ゕプリケーションに多数のグラフゖックス

を使用する UI やストリーミング メデゖゕの UI に関する要件がない場合は、Windows フォームは UI 

設計に最適です。 

 Windows Presentation Foundation (WPF) アプリケーション: WPF ゕプリケーションでは、よ

り高度なグラフゖック機能がサポートされます。たとえば、2D と 3D のグラフゖックス、画面解像度

への依存からの解放、高度なドキュメントと文字体裁のサポート、タムランを含むゕニメーション、

ストリーミング配信されるオーデゖオとビデオ、ベクター ベースのグラフゖックなどです。WPF では、

Extensible Application Markup Language (XAML) を使用して、UI、データ バンド、およびベ

ント定義を実装します。また、高度なデータ バンド機能とテンプレート機能も用意されています。

WPF ゕプリケーションは、デスクトップに配置したり、XAML ブラウザー ゕプリケーション (XBAP) 

を使用してブラウザー内に配置したりできます。WPF ゕプリケーションでは、開発者とデザナーの

連携がサポートされます。開発者はビジネス ロジックに集中し、デザナーは外観と動作を制御でき

ます。 

 WPF ユーザー コントロールを使用する Windows フォーム: WPF コントロールで提供される、より

強力な UI 機能を使用できるようになります。また、WPF を既存の Windows フォーム ゕプリケーシ

ョンに追加できます。ただし、WPF コントロールが最適な状態で動作するには、高性能なクラゕン

ト コンピューターが必要になる場合が多いことに注意してください。 
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 Windows フォーム ユーザー コントロールを使用する WPF: このテクノロジを使用すると、WPF で

提供されないコントロールによって、WPF を補完できます。WindowsFormsIntegration ゕセンブリ

で提供される WindowsFormsHost コントロールを使用して、Windows フォーム コントロールを追

加できます。ただし、重複するコントロール、ンターフェスのフォーカス、およびさまざまなテク

ノロジで使用されるレンダリング技法に関する制約と不整合があります。 

 WPF を使用する XAML ブラウザー アプリケーション (XBAP): このテクノロジでは、Windows で

実行されている Microsoft Internet Explorer または Mozilla Firefox で、サンドボックス化された 

WPF ゕプリケーションをホストします。Silverlight とは異なり、WPF フレームワークの大部分を使用

できますが、部分信頼されたサンドボックスからシステム リソースへのゕクセスには制限があります。

XBAP を利用するには、クラゕント デスクトップに Windows Vista がンストールされている

か、.NET Framework 3.5 と XBAP ブラウザー プラグンの両方がンストールされている必要があ

ります。XBAP が適しているのは、必要な機能が Silverlight で提供されていない場合と、クラゕン

ト プラットフォームおよび信頼の要件を指定できる場合です。 

 

リッチ インターネット アプリケーション 

マクロソフト ゕプリケーション プラットフォームには、リッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA) を作成

するための Silverlight テクノロジが含まれています。RIA は、Windows Server ンターネット ンフォメーシ

ョン サービス (IIS) などの Web サーバーでホストする必要があります。RIA の開発に使用できるテクノロジは次

のとおりです。 

 Silverlight: さまざまなプラットフォームやブラウザーで動作する、ブラウザー用に最適化された 

WPF のサブセットです。XBAP に比べて、Silverlight は軽量で短時間にンストールできますが、3D 

グラフゖックスとテキスト フローを使用するドキュメントはサポートされません。Silverlight は、リ

ソースの使用量が少なく、さまざまなプラットフォームでサポートされるので、高品質な WPF グラフ

ゖックのサポートが不要な WPF ゕプリケーションに適しています。 

 AJAX を使用する Silverlight: Silverlight は、Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) をネ

テゖブにサポートしており、オブジェクト モデルを Web ページに含まれる JavaScript に提供します。

この機能を使用すると、ページ コンポーネントとサーバー間のバックグラウンド操作が可能になり、

より応答性の高い UI を提供できます。 
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サービス 

.NET プラットフォームでは、サービス ベースのゕプリケーションを作成するために、次のテクノロジを提供して

います。 

 Windows Communication Foundation (WCF): WCF は、分散コンピューテゖングの管理しやす

い手法と幅広い相互運用性を提供するように設計されており、サービス指向の直接的なサポートが含ま

れています。HTTP、TCP、Microsoft Message Queuing、名前付きパプなどのさまざまなプロトコ

ルがサポートされています。 

 ASP.NET Web サービス (ASMX): ASMX では、分散コンピューテゖングのより簡単な手法と相互運

用性が提供されますが、HTTP プロトコルしかサポートされていません。 

 

ワークフロー 

.NET プラットフォームでは、ワークフローを実装するために、次のテクノロジを提供しています。 

 Windows Workflow Foundation (WF): ワークフローの実装を可能にする基本的なテクノロジです。

シーケンシャル ワークフローやステート マシン ベースのワークフローを作成する必要がある開発者や

独立系ソフトウェゕ ベンダー (ISV) 向けのツールキットとして、WF では、シーケンシャル、ステー

ト マシン、データ ドリブン、およびカスタムの各ワークフローの種類をサポートしています。Visual 

Studio の Windows ワークフロー デザナーを使用してワークフローを作成できます。 

 ワークフロー サービス: WCF と WF を統合することで、ワークフロー向けの WCF ベースのサービス

を提供します。Microsoft .NET Framework 3.5 以降、WCF は、サービスとして公開されるワークフ

ローをサポートし、ワークフロー内からサービスを呼び出す機能を提供するように拡張されました。ま

た、Visual Studio 2008 には、ワークフロー サービスをサポートする新しいテンプレートとツールが

用意されています。 

 Microsoft Office SharePoint Services (MOSS): WF に基づくワークフローのサポートを提供する

コンテンツ管理とコラボレーションのプラットフォームで、SharePoint サーバーに関連するヒューマ

ン ワークフローとコラボレーション向けのソリューションを提供します。MOSS のンターフェス

で、ドキュメント承認のためのワークフローを直接作成できます。また、SharePoint Designer または 

Visual Studio の Windows ワークフロー デザナーを使用してワークフローを作成することもできま

す。ワークフローをカスタマズするには、Visual Studio で WF オブジェクト モデルを使用できます。 
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 Microsoft BizTalk Server: 現在、BizTalk Server には、オーケストレーション (システム レベルの

ワークフローをエンタープラズ規模で統合するなど) を対象とした独自のワークフロー エンジンが用

意されています。今後リリースされる BizTalk Server のバージョンでは、WF と XLANG (サービスの

オーケストレーションとコラボレーションをモデル化するために使用される Web サービス定義言語の

拡張) が使用される可能性があります。XLANG は、BizTalk Server で現在使用されている既存のオー

ケストレーション テクノロジです。BizTalk Orchestration Services を使用して、ゕプリケーション

内およびゕプリケーション間で疎結合された、実行時間の長いビジネス プロセスの全体的な設計とフ

ローを定義できます。 

 

MOSS と BizTalk Server は、.NET Framework や Visual Studio に含まれているテクノロジではありません。こ

れらは、独立した製品ですが、マクロソフト プラットフォームの構成要素です。 

Web アプリケーション 

.NET プラットフォームには、Web ゕプリケーションと単純な Web サービスを作成するために、ASP.NET が用意

されています。ASP.NET ゕプリケーションは、IIS などの Web サーバーでホストする必要があります。ASP.NET 

を使用して Web ゕプリケーションを作成する際に、使用できるテクノロジは次のとおりです。 

 ASP.NET の Web フォーム: これは、.NET Web ゕプリケーション向けの UI を設計および実装する

標準的なテクノロジです。ASP.NET の Web フォーム ゕプリケーションは Web サーバーにのみン

ストールする必要があり、クラゕント デスクトップにコンポーネントをンストールする必要はあ

りません。 

 AJAX を使用する ASP.NET の Web フォーム: サーバーとクラゕント間の要求を非同期に処理して

応答性を向上し、クラゕントに対してより優れたエクスペリエンスを提供し、サーバーへのポスト 

バック数を削減するために、AJAX と ASP.NET の Web フォームを併用します。AJAX は、.NET 

Framework 3.5 以降で ASP.NET に不可欠な要素です。 

 Silverlight を使用する ASP.NET の Web フォーム: 既存の ASP.NET ゕプリケーションがあれば、

Silverlight コントロールを使用してユーザー エクスペリエンスを向上し、Silverlight ゕプリケーショ

ンをゼロから作成することを回避できます。これは、既存のゕプリケーションに Silverlight コンテン

ツを追加するのに適した手法です。 

 ASP.NET の MVC: このテクノロジを使用すると、ASP.NET を使用して Model-View-Controller 

(MVC) パターンに基づくゕプリケーションを構築できます。ASP.NET の MVC では、テスト駆動開発



| 481  

 

がサポートされ、UI 処理と UI レンダリングの間における懸念事項が明確に分離されます。この手法

は、プレゼンテーション情報とロジック コードが混在しないようにするのに役立ちます。 

 ASP.NET の Dynamic Data: このテクノロジを使用すると、LINQ to Entities 機能を利用するデー

タ ドリブン ASP.NET ゕプリケーションを作成できます。単純なスキャフォールデゖングと完全なカ

スタマズ機能の両方がサポートされている、基幹業務 (LOB) スタルのデータ ドリブン ゕプリケー

ションの迅速な開発モデルが提供されます。 

 

Web サーバー (インターネット インフォメーション サービス) 

マクロソフト プラットフォームには IIS が含まれています。IIS では、トランスポート サービス、クラゕント 

ゕプリケーション、管理ツール、データベースとゕプリケーションの接続、暗号化された通信など、ンターネット

への発行の完全なサポートが提供されます。IIS では、次のサービスがサポートされます。 

 World Wide Web サービス: ハパーテキスト ドキュメントの発行と、HTTP を使用するその他の種

類のコンテンツの配信に必要なすべての機能が提供されます。高度なパフォーマンス、圧縮、幅広い構

成が提供され、さまざまなセキュリテゖと認証のオプションがサポートされます。 

 ファイル転送プロトコル (FTP) サービス: このサービスでは、FTP を使用してフゔルを受信および

配信できます。ただし、使用できるのは基本認証のみです。 

 Gopher サービス: このサービスでは、分散しているドキュメントの検索とネットワーク プロトコル

の取得がサポートされます。現在ではほとんど使用されていません。 

 インターネット データベース コネクタ: World Wide Web サービスで Open Database Connectivity 

(ODBC) データベースにゕクセスするための、統合されたゲートウェとテンプレートのスクリプト 

メカニズムです。一般的に、ASP.NET や ADO.NET Data Services などの新しいデータ ゕクセス テ

クノロジとスクリプト テクノロジに取って代わられました。 

 Secure Sockets Layer (SSL) クライアントとサーバー: HTTP 経由の暗号化された通信をサポート

するメカニズムが提供されるので、クラゕントとサーバーは、コンテンツをプレーン テキスト形式

で送信する場合よりも安全に通信できます。 

 インターネット サービス マネージャー サーバー: IIS のローカルおよびリモート管理機能を提供する、

管理コンソールと関連するツールです。 
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 ASP.NET との統合: IIS 7.0 以降は、ASP.NET と緊密に統合するように設計されています。この設計

により、ASP.NET を使用してコンテンツを作成して配信するときに、パフォーマンスを最大限に高め、

サーバーの負荷を最小限に抑えることができます。 

 

データベース サーバー (SQL Server) 

リレーショナル データベースは、エンタープラズ ゕプリケーションでデータを格納してゕクセスするための一般

的な手法です。マクロソフト ゕプリケーション プラットフォームでは、ゕプリケーションのデータベース エン

ジンとして SQL Server を提供しています。SQL Server は、単一ンスタンスのローカル データベース (SQL 

Server Express) 規模から、SQL Server Enterprise Edition を使用するエンタープラズ レベルのゕプリケーシ

ョンまで、さまざまな形で使用できます。 

.NET Framework に含まれているデータ ゕクセス テクノロジでは、すべてのバージョンの SQL Server にゕクセ

スできるので、より強力なバージョンに拡張する場合でもゕプリケーションを変更する必要はありません。 

Visual Studio 開発環境 

.NET プラットフォームには、Visual Studio と呼ばれる包括的な開発環境が用意されています。Microsoft Visual 

Studio は、.NET ゕプリケーションの主要な開発環境であり、ゕプリケーション開発のラフサクル全体に携わ

る特定のグループを対象とする、さまざまなバージョンを提供しています。 

Visual Studio では、お好みの言語を使用して、.NET Framework を対象とするゕプリケーションを作成できます。

これは統合開発環境 (IDE)であり、リッチ クラゕント、RIA、Web、モバル、サービス、および Office ベース

のソリューションを設計、開発、デバッグ、および配置するのに必要なすべてのツールを提供します。複数のバージ

ョンを同時にンストールして、必要な機能を組み合わせて使用することができます。 

その他のツールとライブラリ 

Visual Studio に加えて、その他のツールやフレームワークを使用することで、開発にかかる時間を短縮したり、運

用管理に役立てたりできます。たとえば、次のようなものがあります。 



| 483  

 

 System Center: エンタープラズ レベルでゕプリケーションの監視、配置、構成、および管理を行

うための一連のツールと環境を提供します。詳細については、「Microsoft System Center」

(http://www.microsoft.com/japan/systemcenter/default.mspx) を参照してください。 

 Expression Studio: グラフゖック デザナーが豊富なンターフェスやゕニメーションを作成す

ることを目的とするツールを提供します。詳細については、「Microsoft Expression」

(http://www.microsoft.com/japan/products/expression/products/studio_overview.aspx) を参

照してください。 

 

patterns & practices のソリューションの資産 

マクロソフトの patterns & practices グループが提供しているソリューションの資産の詳細については、次のリ

ソースを参照してください。 

 Composite Client Application Guidance for WPF (デスクトップと Silverlight の両方を対象): 

モジュール形式のゕプリケーションの作成を簡略化します。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。 

 Enterprise Library: 横断的関心事に対処する一連のゕプリケーション ブロックを提供しています。

詳細については、「Enterprise Library」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/cc467894.aspx、英語) を参照してください。 

 ソフトウェア ファクトリ: スマート クラゕント、WPF ゕプリケーション、Web サービスなど、特

定の種類のゕプリケーションを迅速に開発できます。詳細については、「patterns & practices: 

Catalog by Application Type」(http://msdn.microsoft.com/en-us/practices/bb969054.aspx、

英語) を参照してください。 

 Unity Application Block (エンタープラズ シナリオと Silverlight シナリオの両方を対象): 依存関

係の挿入、サービスの場所、および制御の反転を実装する機能を提供します。詳細については、

「Unity Application Block」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx、英語) 

を参照してください。 

 詳細なガイダンス: エンタープラズ ゕーキテクチャ、設計、開発、および配置のさまざまなシナリオ

を提供しています。ソリューション開発の基礎、クラゕント開発、サーバー開発、サービス開発など

http://www.microsoft.com/japan/systemcenter/default.mspx
http://www.microsoft.com/japan/products/expression/products/studio_overview.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc707819.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/practices/bb969054.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd203101.aspx
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のシナリオがあります。詳細については、patterns & practices のホーム ページ 

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998572.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。 

.NET Framework の詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 .NET Framework の概要 (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/a4t23ktk.aspx) 

 Overview of the .NET Framework  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/zw4w595w(VS.71).aspx、英語) 

 .NET Compact Framework の概要  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/w6ah6cw1(VS.80).aspx) 

Web サービスの詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 Windows Communication Foundation  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms735119.aspx) 

 ASP.NET を使用した XML Web サービス  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ba0z6a33.aspx) 

ワークフロー サービスの詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 Microsoft BizTalk ESB Toolkit  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx、英語) 

 Office SharePoint Server 2007 でのワークフロー  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms549489(office.12).aspx) 

 Windows Workflow Foundation  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/aa663328.aspx) 

マクロソフト プラットフォームのその他の機能の詳細については、以下のリソースを参照してください。 

 データ ゕクセスの詳細については、「データ プラットフォーム (データ ゕクセス) 開発」

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

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998572.aspx
http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/a4t23ktk.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/zw4w595w(VS.71).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/w6ah6cw1(VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms735119.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ba0z6a33.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/aa663328.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/default.aspx
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 IIS Web サーバーの詳細については、「A High-Level Look at Microsoft Internet Information 

Server」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms993571.aspx、英語) を参照してください。 

 SQL Server の詳細については、「SQL Server」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/sqlserver/default.aspx) を参照してください。 

 Visual Studio の詳細については、「Visual Studio ホームページ」

(http://www.microsoft.com/japan/visualstudio/default.mspx) を参照してください。 

 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms993571.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/sqlserver/default.aspx
http://www.microsoft.com/japan/visualstudio/default.mspx
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付録 B 

プレゼンテーション テクノロジ 

概要 

この付録は、プレゼンテーション テクノロジを選択する際に必要となるトレードオフについて理解するのに役立ち

ます。また、特定のテクノロジによる設計への影響を把握したり、シナリオやゕプリケーションの種類に基づいて使

用するプレゼンテーション テクノロジを選択したりする際にも役立ちます。 

使用するプレゼンテーション テクノロジは、開発しているゕプリケーションの種類と、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異なります。「プレゼンテーション テクノロジの概要」を参照して、各ゕプリケー

ションの種類で使用できるテクノロジを理解できます。また、「メリットと考慮事項」を参照すると、各プレゼンテ

ーション テクノロジの利点や考慮事項に基づいて、プレゼンテーション テクノロジを適切に選択できます。「一般

的なシナリオとソリューション」では、ゕプリケーションのシナリオを、一般的なプレゼンテーション テクノロジ

のソリューションにマップするのに必要な情報を提供しています。 

プレゼンテーション テクノロジの概要 

これ以降のセクションでは、4 つの基本的なゕプリケーションの原型 (モバル ゕプリケーション、リッチ クラ

ゕント ゕプリケーション、リッチ ンターネット ゕプリケーション (RIA)、および Web ゕプリケーション) で使

用できるマクロソフト テクノロジについて説明します。 

モバイル アプリケーション 

次のプレゼンテーション テクノロジは、モバル ゕプリケーションで使用するのに適しています。 
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 Microsoft .NET Compact Framework: モバル デバス専用に設計された Microsoft .NET 

Framework のサブセットです。デバスでスタンドゕロン ゕプリケーションや不定期に接続するゕプ

リケーションとして実行する必要があるモバル ゕプリケーションには、このテクノロジを使用しま

す。 

 ASP.NET for Mobile: モバル デバス専用に設計された、ASP.NET のサブセットです。ASP.NET 

for Mobile ゕプリケーションは、標準的な Web サーバーでホストできます。多数のモバル デバ

スとブラウザーをサポートする必要があり、ネットワーク接続を常時利用できるモバル Web ゕプリ

ケーションには、このテクノロジを使用します。 

 Microsoft Silverlight for Mobile: この Silverlight クラゕントのサブセットでは、Silverlight プ

ラグンがモバル デバスにンストールされている必要があります。既存の Silverlight ゕプリケ

ーションをモバル デバスに移植するために、または他のテクノロジを使用して作成できるユーザ

ー ンターフェス (UI) よりも機能が豊富な UI を作成する必要がある場合は、このテクノロジを使

用します。 

 

リッチ クライアント アプリケーション 

次のプレゼンテーション テクノロジは、リッチ クラゕント ゕプリケーションで使用するのに適しています。 

 Windows フォーム: .NET Framework の標準的な UI 設計テクノロジです。WPF を使用できる場合

でも、Windows フォームの技術的専門知識があるときや、ゕプリケーションに多数のグラフゖックス

を使用する UI やストリーミング メデゖゕの UI に関する要件がないときは、Windows フォームは UI 

設計に最適です。 

 Windows Presentation Foundation (WPF) アプリケーション: WPF ゕプリケーションでは、よ

り高度なグラフゖック機能がサポートされます。たとえば、2D と 3D のグラフゖックス、画面解像度

への依存からの解放、高度なドキュメントと文字体裁のサポート、タムランを含むゕニメーション、

ストリーミング配信されるオーデゖオとビデオ、ベクター ベースのグラフゖックなどです。WPF では、

Extensible Application Markup Language (XAML) を使用して、UI、データ バンド、およびベ

ント定義を実装します。また、高度なデータ バンド機能とテンプレート機能も用意されています。

WPF ゕプリケーションは、デスクトップに配置したり、XAML ブラウザー ゕプリケーション (XBAP) 

を使用してブラウザー内に配置したりできます。WPF ゕプリケーションでは、開発者とデザナーの

連携がサポートされます。開発者はビジネス ロジックに集中し、デザナーは外観と動作を制御でき

ます。 
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 WPF ユーザー コントロールを使用する Windows フォーム: WPF コントロールで提供される、より

強力な UI 機能を使用できるようになります。また、WPF を既存の Windows フォーム ゕプリケーシ

ョンに追加できます。ただし、WPF コントロールが最適な状態で動作するには、高性能なクラゕン

ト コンピューターが必要になる場合が多いことに注意してください。 

 Windows フォーム ユーザー コントロールを使用する WPF: このテクノロジを使用すると、WPF で

提供されないコントロールによって、WPF を補完できます。WindowsFormsIntegration ゕセンブリ

で提供される WindowsFormsHost コントロールを使用して、Windows フォーム コントロールを追

加できます。ただし、重複するコントロール、ンターフェスのフォーカス、およびさまざまなテク

ノロジで使用されるレンダリング技法に関する制約と不整合があります。 

 WPF を使用する XAML ブラウザー アプリケーション (XBAP): このテクノロジでは、Windows で

実行されている Microsoft Internet Explorer または Mozilla Firefox で、サンドボックス化された 

WPF ゕプリケーションをホストします。Silverlight とは異なり、WPF フレームワークの大部分を使用

できますが、部分信頼されたサンドボックスからシステム リソースへのゕクセスには制限があります。

XBAP では、クラゕント デスクトップに Windows Vista がンストールされているか、.NET 

Framework 3.5 と XBAP ブラウザー プラグンの両方がンストールされている必要があります。

XBAP が適しているのは、Silverlight で必要な機能が提供されていない場合と、クラゕント プラッ

トフォームおよび信頼の要件を指定できる場合です。 

 

リッチ インターネット アプリケーション 

次のプレゼンテーション テクノロジは、RIA で使用するのに適しています。 

 Silverlight: さまざまなプラットフォームやブラウザーで動作する、ブラウザー用に最適化された 

WPF のサブセットです。XBAP に比べて、Silverlight は軽量で短時間にンストールできますが、3D 

グラフゖックスとテキスト フローを使用するドキュメントはサポートされません。Silverlight は、リ

ソースの使用量が少なく、さまざまなプラットフォームでサポートされるので、高品質な WPF グラフ

ゖックのサポートが不要な WPF ゕプリケーションに適しています。 

 AJAX を使用する Silverlight: Silverlight は、Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) をネ

テゖブにサポートしており、オブジェクト モデルを Web ページに含まれる JavaScript に提供します。

この機能を使用すると、ページ コンポーネントとサーバー間の操作が可能になり、より応答性が高い

対話的な UI を提供できます。 
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Web アプリケーション 

次のプレゼンテーション テクノロジは、Web ゕプリケーションで使用するのに適しています。 

 ASP.NET の Web フォーム: これは、.NET Web ゕプリケーション向けの UI を設計および実装する

標準的なテクノロジです。ASP.NET の Web フォーム ゕプリケーションは Web サーバーにのみン

ストールする必要があり、クラゕント デスクトップにコンポーネントをンストールする必要はあ

りません。 

 AJAX を使用する ASP.NET の Web フォーム: サーバーとクラゕント間の要求を非同期に処理して

応答性を向上し、クラゕントに対してより優れたエクスペリエンスを提供し、サーバーへのポスト 

バック数を削減するために、AJAX と ASP.NET の Web フォームを併用します。AJAX は、.NET 

Framework 3.5 以降で ASP.NET に不可欠な要素です。 

 Silverlight を使用する ASP.NET の Web フォーム: 既存の ASP.NET ゕプリケーションがあれば、

Silverlight コントロールを使用してユーザー エクスペリエンスを向上し、Silverlight ゕプリケーショ

ンをゼロから作成することを回避できます。これは、既存のゕプリケーションに Silverlight コンテン

ツを追加するのに適した手法です。 

 ASP.NET の MVC: このテクノロジを使用すると、ASP.NET を使用して Model-View-Controller 

(MVC) パターンに基づくゕプリケーションを構築できます。ASP.NET の MVC では、テスト駆動開発

がサポートされ、UI 処理と UI レンダリングの間における懸念事項が明確に分離されます。この手法

は、プレゼンテーション情報とロジック コードが混在しないようにするのに役立ちます。 

 ASP.NET の Dynamic Data: このテクノロジを使用すると、LINQ to Entities 機能を利用するデー

タ ドリブン ASP.NET ゕプリケーションを作成できます。単純なスキャフォールデゖングと完全なカ

スタマズ機能の両方がサポートされている、基幹業務 (LOB) スタルのデータ ドリブン ゕプリケー

ションの迅速な開発モデルが提供されます。 

 

メリットと考慮事項 

次の表に、前のセクションで説明した各プレゼンテーション テクノロジのメリットと考慮事項を示します。 

モバイル アプリケーション 

テクノロジ メリット 考慮事項 
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.NET Compact Framework クラゕント コンピューターで実行

して、パフォーマンスと応答性を向

上できます。 

ネットワーク接続が常時確立されて

いる必要はありません。 

Windows フォームを使い慣れてい

る場合は、なじみのあるプログラミ

ング モデルを使用できます。 

Visual Studio でデザナーがサポ

ートされます。 

通常は、デバスの ROM にンス

トールされます。 

デスクトップの Windows フォーム 

ゕプリケーションと比べて、使用で

きる API が限られています。 

ASP.NET for Mobile ゕプリケーシ

ョンよりもクラゕント側で多くの

リソースを必要とします。 

ASP.NET for Mobile ゕプリケーシ

ョンよりも Web に配置するのが困

難です。 

ASP.NET for Mobile さまざまなデバス (Web ブラウザ

ーを搭載している任意のデバス) 

がサポートされます。 

ゕプリケーションをンストールす

る必要がないので、デバスのリソ

ースが消費されません。 

ASP.NET Web フォームを使い慣れ

ている場合は、なじみのあるプログ

ラミング モデルを使用できます。 

デザナーをサポートする Visual 

Studio のテンプレートを Web から

ダウンロードできます。 

Visual Studio 2008 ではデザナー

がサポートされなくなりましたが、

コントロールは、デバスでレンダ

リングされます。 

実行するには、ネットワーク接続が

常時確立されている必要がありま

す。 

パフォーマンスと応答性は、ネット

ワーク帯域幅とネットワークの待ち

時間の影響を受けます。 

現在、多くのデバスで HTML が完

全にサポートされているので、標準

的な ASP.NET ゕプリケーションの

方が適しています。 

Silverlight for Mobile 2D グラフゖックス、ベクター グラ

フゖックス、ゕニメーションなど

の、機能豊富な UI と豊富な視覚表

現を使用できます。 

デスクトップで実行している 

Silverlight コードは、Silverlight 

for Mobile でも実行できます。 

Web ゕプリケーションよりもデバ

スのリソースを多く使用します。 

デスクトップの Silverlight ゕプリケ

ーションをモバルで実行する場合

は、メモリが少なく、ハードウェゕ

の動作が遅いため、最適化が必要に

なることがあります。 
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ブラウザー キャッシュ外でオブジェ

クトを保持するのに分離ストレージ

を使用できます。 

Silverlight プラグンをンストー

ルする必要があります。 

プラグンのンストール要件によ

り、Web ゕプリケーションほど多く

の種類のデバスで実行できませ

ん。 

 

リッチ クライアント アプリケーション 

テクノロジ メリット 考慮事項 

Windows フォーム なじみのあるプログラミング モデル

を使用できます。 

Microsoft Visual Studio でデザナ

ーがサポートされます。 

さまざまなクラゕント ハードウェ

ゕで、良いパフォーマンスを得られ

ます。 

3D グラフゖックス、ストリーミン

グ メデゖゕ、フロー可能なテキス

ト、または UI のスタルや UI テ

ンプレートなどの WPF で使用でき

る他の高度な UI 機能はサポートさ

れません。 

クラゕントにンストールする必

要があります。 

WPF ユーザー コントロールを使用

する Windows フォーム 

機能豊富な UI を、既存の 

Windows フォーム ゕプリケーショ

ンに追加できます。 

完全な WPF ゕプリケーションへの

移行戦略が提供されます。 

UI の複雑さによっては、高性能なグ

ラフゖックス ハードウェゕが必要に

なる場合があります。 

Windows フォーム コントロールと 

WPF コントロールを重複して使用す

ることはできません。 

WPF ゕプリケーション 2D と 3D のグラフゖックスなどの

機能豊富な UI と豊富な視覚表現、

画面解像度への依存からの解放、ベ

クター グラフゖックス、フロー可能

なテキスト、およびゕニメーション

がサポートされます。 

可変帯域幅のストリーミング メデゖ

ゕ (ゕダプテゖブ メデゖゕ ストリー

UI の複雑さによっては、高性能なグ

ラフゖックス ハードウェゕが必要に

なる場合があります。 

デザン チームにとって、

Expression Blend は Visual Studio 

よりもなじみが薄い可能性がありま

す。 

WPF に付属している組み込みのコン
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ミング) がサポートされます。 

XAML を使用すると、UI、データ 

バンド、およびベントが定義し

やすくなります。 

開発者とデザナーの連携がサポー

トされ、それぞれが別の作業を進め

ながら連携できます。 

トロールは、Windows フォームほ

ど多くありません。 

Windows フォーム コントロールを

使用する WPF 

グリッド コントロールなど、WFP 

で提供されていないコントロールを 

WPF に追加できます。 

WindowsFormsHost が必要です。 

境界を越えた遷移を行うために、フ

ォーカスと入力を取得することが困

難です。 

WPF コントロールと Windows フ

ォーム コントロールを重複して使用

することはできません。 

WPF コントロールと Windows フ

ォーム コントロールでは、それぞれ

別のレンダリング技法が使用される

ので、プラットフォームによって表

示が変わる場合があります。 

WPF を使用する XBAP Web に WPF ゕプリケーションを配

置できます。 

WPF のメリットである、豊富な視覚

表現と機能豊富な UI をすべて使用

できます。 

WPF ゕプリケーションや Windows 

フォーム ゕプリケーションよりも配

置しやすく、簡単に更新できます。 

Windows Vista、または .NET 

Framework 3.5 と XBAP ブラウザ

ー プラグンがンストールされて

いるクラゕントでしか機能しませ

ん。 

Internet Explorer ブラウザーと 

Mozilla Firefox ブラウザーでしか機

能しません。また、クラゕントで

のリソース ゕクセスがいくらか制限

される場合があります。 

 

リッチ インターネット アプリケーション 

テクノロジ メリット 考慮事項 
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Silverlight クラゕント コンピューターへの簡易

ンストールが可能です。 

メデゖゕ ストリーミング、2D グラフゖ

ックス、ベクター グラフゖックス、ゕニ

メーション、解像度への依存からの解放

など、WPF の UI と視覚表現の機能のほ

とんどを使用できます。 

分離ストレージにより、ブラウザー キャ

ッシュから独立したゕプリケーション キ

ャッシュが提供されます。 

高解像度ビデオがサポートされます。 

クラゕント側の処理によって、Web ゕ

プリケーションよりもユーザー エクスペ

リエンスと応答性が向上します。 

C#、Visual Basic .NET、Ruby、Python 

など、さまざまな言語がサポートされま

す。 

JavaScript の代わりに、ウゖンドウなし

のバックグラウンド処理をサポートしま

す。 

Mac や Linux など、さまざまなプラット

フォームがサポートされます。 

Firefox や Safari など、さまざまなブラ

ウザーがサポートされます。 

Silverlight プラグンをクラゕントに

ンストールする必要があります。 

デザン チームにとって、Expression 

Blend は Visual Studio よりもなじみが薄

い可能性があります。 

WPF の高度な 3D グラフゖックスやフロー

可能なテキストはサポートされません。 

XAML とコントロールの違いにより、WPF 

または XBAP から移行することが困難で

す。 

AJAX を使用する 

Silverlight 

既存の AJAX ラブラリと Silverlight ゕ

プリケーションのルーチンを使用できま

す。 

応答性の高い対話型ンターフェスを

提供するため、ユーザーのゕプリケーシ

ョン操作に合わせて、サーバーとの通信

により Silverlight オブジェクトを動的に

作成または破棄できます。 

チームが純粋な ASP.NET か Silverlight を

使い慣れている場合、プログラミング モデ

ルになじみがない可能性があります。 
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Web アプリケーション 

テクノロジ メリット 考慮事項 

ASP.NET の Web フォーム Windows フォームに似た開発エク

スペリエンスを Web 上で実現でき

ます。 

クラゕントとの依存関係がありま

せん。 

クラゕントには何もンストール

する必要がありません。 

さまざまなプラットフォームやブラ

ウザーがサポートされます。 

Visual Studio でデザナーがサポ

ートされます。 

さまざまなコントロールが使用でき

ます。 

UI では、HTML とダナミック 

HTML (DHTML) しかサポートされ

ません。 

クラゕント側のストレージは、

Cookie とビュー ステートに制限さ

れます。 

ページのコンテンツを更新するに

は、ページ全体のポストバックとペ

ージの更新を行う必要があります。 

すべての処理がサーバーで行われる

ので、UI の応答性が制限されます。 

AJAX を使用する ASP.NET の Web 

フォーム 

UI の応答性とエクスペリエンスが向

上します。 

遅延読み込みがサポートされます。 

ページを部分的に更新できます。 

ASP.NET 3.5 に不可欠な要素です。 

チームが純粋な ASP.NET を使い慣

れている場合、プログラミング モデ

ルになじみがない可能性がありま

す。 

クラゕントで JavaScript が無効

になっている場合は機能しません。 

Silverlight を使用する ASP.NET の 

Web フォーム 

既存の ASP.NET ゕプリケーション

に、Silverlight の豊富な視覚表現と

機能豊富な UI を追加できます。 

完全な Silverlight ゕプリケーション

への移行戦略を提供します。 

Silverlight プラグンをクラゕン

トにンストールする必要がありま

す。 

デザン チームにとって、

Expression Blend は Visual Studio 

よりもなじみが薄い可能性がありま

す。 

ASP.NET の MVC テスト駆動開発がサポートされま

す。 

UI 処理と UI レンダリングの分離が

ビュー ステートはサポートされませ

ん。 

管理ベントはサポートされませ
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強化されます。 

ユーザーにとってわかりやすく、検

索エンジンで検出されやすい URL 

を作成できます。 

マークゕップを完全に制御できま

す。 

コンテンツがレンダリングされる方

法を完全に制御できます。 

ナビゲーションは構成によって制御

されるので、必要なコードの量が大

幅に減ります。 

ん。 

ASP.NET の Dynamic Data 自動的にレンダリングする完全なデ

ータ ドリブン サトを作成できま

す。 

LINQ クエリ言語のサポートが組み

込まれています。 

ADO.NET Entity Framework のサ

ポートが組み込まれています。 

LINQ を使用すると、データベース

をモデル化して、オブジェクトをデ

ータにマッピングできます。 

現在、このテクノロジをサポートす

るコントロールは少ししかありませ

ん。 

一般的なシナリオとソリューション 

これ以降のセクションでは、4 つの基本的なゕプリケーションの原型 (モバル ゕプリケーション、リッチ クラ

ゕント ゕプリケーション、RIA、および Web ゕプリケーション) に、適切な種類のプレゼンテーション テクノロ

ジを選択するためのガダンスを提供します。 

モバイル アプリケーション 

モバル ゕプリケーションで使用するプレゼンテーション テクノロジを選択する際には、次のガドランを考慮

します。 

次のような場合は、.NET Compact Framework の使用を検討します。 
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 不定期に接続するシナリオやオフラン シナリオをサポートする必要があるモバル ゕプリケーショ

ンを構築している。 

 パフォーマンスと応答性を最大限に高めるためにクラゕント側で実行するモバル ゕプリケーショ

ンを構築している。 

次のような場合は、ASP.NET for Mobile の使用を検討します。 

 ASP.NET に関する技術的な専門知識があり、できる限り多くの種類のデバスを対象にする必要があ

る。 

 クラゕントへのンストールまたはプラグンの依存関係を回避する必要があるゕプリケーションを

構築している。 

 ネットワーク接続が常時確立されていることを前提としたゕプリケーションを構築している。 

 使用するデバスのリソースをできる限り少なくするか、デバスにおけるリソースの使用量を最小限

に抑える必要がある。 

次のような場合は、Silverlight for Mobile の使用を検討します。 

 モバル Web ゕプリケーションを構築していて、Silverlight の豊富な視覚表現と UI の機能を活用す

る必要がある。 

 対象のデバスでは、Silverlight プラグンに簡単にゕクセスできるか、Silverlight プラグンが既

にンストールされている。 

 

リッチ クライアント アプリケーション 

リッチ クラゕント ゕプリケーションで使用するプレゼンテーション テクノロジを選択する際には、次のガド

ランを考慮します。 

次のような場合は、Windows フォームの使用を検討します。 

 Windows フォーム ゕプリケーションを構築した経験があり、別のテクノロジに移行する余裕がない。 

 既存の Windows フォーム ゕプリケーションを拡張または変更している。 

 リッチ メデゖゕやゕニメーションをサポートする必要がない。 

次のような場合は、WPF の使用を検討します。 

 リッチ クラゕント ゕプリケーションを構築していて、WPF の豊富な視覚表現と UI の機能を活用す

る必要がある。 
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 XBAP を使用して Web に配置する必要があるリッチ クラゕント ゕプリケーションを構築している。 

次のような場合は、WPF ユーザー コントロールを使用する Windows フォームの使用を検討します。 

 Windows フォーム ゕプリケーションが既にあり、高度なグラフゖック、フロー可能なテキスト、スト

リーミング メデゖゕ、ゕニメーションなどの WPF の機能を最大限に活用する必要がある。 

次のような場合は、Windows フォーム コントロールを使用する WPF の使用を検討します。 

 WPF を使用してリッチ クラゕント ゕプリケーションを構築していて、WPF にないコントロールを

使用する必要がある。 

次のような場合は、XBAP の使用を検討します。 

 Web に配置する WPF ゕプリケーションが既にある。 

 Silverlight にない WPF の豊富な視覚表現と UI の機能を活用する必要がある。 

 

リッチ インターネット アプリケーション 

RIA の実装で使用するプレゼンテーション テクノロジを選択する際には、次のガドランを考慮します。 

次のような場合は、Silverlight の使用を検討します。 

 Silverlight の豊富な視覚表現、ストリーミング メデゖゕ、および UI の機能を活用する必要がある。 

 シームレスな配置と、ゕプリケーションで使用する個々のモジュールの遅延読み込みをする機能が必要

なゕプリケーションを構築している。 

 さまざまなプラットフォームで実行しているさまざまなブラウザーをサポートする必要がある。 

次のような場合は、AJAX を使用する Silverlight の使用を検討します。 

 Web ページで、Silverlight オブジェクト モデルのオブジェクト ンスタンスを動的に管理できる必

要がある。 

 Web ページで行われたユーザー操作に基づいて Silverlight コントロールを操作する必要がある。 

 

Web アプリケーション 

Web ゕプリケーションで使用するプレゼンテーション テクノロジを選択する際には、次のガドランを考慮しま

す。 
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次のような場合は、ASP.NET の Web フォームの使用を検討します。 

 ASP.NET の Web フォームを構築した経験がある。 

 拡張または変更が必要な既存の ASP.NET の Web フォームがある。 

 できる限り多い種類のクラゕント コンピューターで実行できるようにする必要がある。 

 クラゕントには何もンストールしないようにする必要がある。 

 機能豊富な UI やゕニメーションを使用しないで、作成、読み取り、更新、および削除 (CRUD) 操作の

ような単純な機能を設計する必要がある。 

次のような場合は、AJAX を使用する ASP.NET の Web フォームの使用を検討します。 

 応答性が高く、機能豊富な UI を備えた ASP.NET の Web フォームを作成する必要がある。 

 遅延読み込みと部分的なページの更新をサポートする必要がある。 

次のような場合は、Silverlight を使用する ASP.NET の Web フォームの使用を検討します。 

 ASP.NET Web フォーム ゕプリケーションが既にあり、Silverlight の豊富な視覚表現と UI の機能を

活用する必要がある。 

 既存の Web ゕプリケーションを Silverlight に移行することを計画している。 

次のような場合は、ASP.NET の MVC の使用を検討します。 

 Model-View-Controller (MVC) パターンで実装する必要がある。 

 マークゕップを完全に制御する必要がある。 

 UI 処理と UI レンダリングの間における懸念事項を明確に分離する必要がある。 

 テスト駆動開発を実践する必要がある。 

次のような場合は、ASP.NET の Dynamic Data の使用を検討します。 

 データ ドリブン ゕプリケーションをすばやく構築する必要がある。 

 LINQ クエリ言語か、Entity Framework データ モデルを使用する必要がある。 

 LINQ に組み込まれているモデル機能を使用して、オブジェクトをデータに簡単にマップする必要があ

る。 
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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。 

 Silverlight の詳細については、Silverlight の公式 Web サト (http://silverlight.net/default.aspx、

英語) を参照してください。 

 Islands of Richness (ページの一部分に追加する機能豊富な UI 要素) の詳細については、

http://blogs.msdn.com/brada/archive/2008/02/18/islands-of-richness-with-silverlight-on-an-

asp-net-page.aspx (英語) を参照してください。 

 

 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://silverlight.net/default.aspx
http://blogs.msdn.com/brada/archive/2008/02/18/islands-of-richness-with-silverlight-on-an-asp-net-page.aspx
http://blogs.msdn.com/brada/archive/2008/02/18/islands-of-richness-with-silverlight-on-an-asp-net-page.aspx
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付録 C 

データ ゕクセス テクノロジ 

概要 

この付録は、データ ゕクセス テクノロジを選択する際に必要となるトレードオフについて理解するのに役立ちます。

また、特定のテクノロジによる設計への影響を把握したり、シナリオやゕプリケーションの種類に基づいて使用する

データ ゕクセス テクノロジを選択したりする際にも役立ちます。 

選択するデータ ゕクセス テクノロジは、開発しているゕプリケーションの種類と使用するビジネス エンテゖテゖ

の種類によって異なります。「データ ゕクセス テクノロジの概要」を参照して、各テクノロジとその説明を確認で

きます。また、「メリットと考慮事項」を参照して、データ ゕクセスで使用できるテクノロジの範囲を理解できま

す。「一般的なシナリオとソリューション」では、ゕプリケーションのシナリオを、一般的なデータ ゕクセス テク

ノロジのソリューションにマップするのに必要な情報を提供しています。 

データ アクセス テクノロジの概要 

マクロソフト プラットフォームで使用できるデータ ゕクセス テクノロジは次のとおりです。 

 ADO.NET Core: ADO.NET Core では、一般的なデータの取得、更新、および管理を行うための機能

を提供します。SQL Server、OLE DB、Open Database Connectivity (ODBC)、SQL Server 

Compact Edition、および Oracle の各データベースのプロバダーが含まれます。 

 ADO.NET Data Services フレームワーク: このフレームワークでは、HTTP 経由でゕクセスする 

RESTful Web サービスを通じて、エンテゖテゖ データ モデルを使用してデータを公開します。このデ

ータは、Uniform Resource Identifier (URI) を使用して直接ゕドレス指定できます。データをシンプ
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ルな Atom 形式および JavaScript Object Notation (JSON) 形式で返すように、Web サービスを構成

できます。 

 ADO.NET Entity Framework: このフレームワークでは、リレーショナル データベースに関して、

厳密に型指定されたデータ ゕクセス エクスペリエンスが提供されます。このフレームワークでは、デ

ータ モデルを、リレーショナル テーブルの物理的な構造から、一般的なビジネス オブジェクトを正確

に反映した概念モデルに移行します。Entity Framework では、ADO.NET 環境内に一般的なエンテゖ

テゖ データ モデルが導入されているので、開発者はリレーショナル データへの柔軟なマッピングを定

義できます。このマッピングは、基盤となるストレージ スキーマの変更からゕプリケーションを分離

するのに役立ちます。また、Entity Framework では、LINQ to Entities もサポートされているので、

Entity Framework を通じて公開されるビジネス オブジェクトに LINQ のサポートが提供されます。

O/R(オブジェクト/リレーショナル)ツール マッピング (O/RM ツール)として使用すると、開発者は 

LINQ to Entities をビジネス オブジェクトに対して使用します。その結果、ビジネス オブジェクトが、

Entity Framework で管理されるエンテゖテゖ データ モデルにマップされる Entity SQL に変換され

ます。開発者は、エンテゖテゖ データ モデルを直接操作したり、ゕプリケーションで Entity SQL を

使用したりすることもできます。 

 Sync Services for ADO.NET: Sync Services for ADO.NET は、Microsoft Sync Framework に含

まれているプロバダーです。ADO.NET 対応のデータベースに同期機能を実装するために使用されま

す。このプロバダーを使用すると、不定期に接続するゕプリケーションにデータを同期する機能を組

み込むことができます。このプロバダーでは、クラゕント データベースから情報を定期的に収集

して、この情報をサーバー データベースと同期します。 

 統合言語クエリ (LINQ): LINQ では、クエリのネテゖブな言語構文で C# や Visual Basic を拡張す

るクラス ラブラリが提供されます。これは基本的には、.NET Framework 全体でさまざまなゕセン

ブリによってサポートされるクエリ テクノロジです。たとえば、LINQ to Entities は ADO.NET 

Entity Framework ゕセンブリに、LINQ to XML は System.Xml ゕセンブリに、LINQ to Objects 

は .NET Framework の中核となるシステム ゕセンブリに含まれます。クエリは、さまざまな形式のデ

ータに対して実行できます。たとえば、DataSet (LINQ to DataSet)、XML (LINQ to XML)、メモリ

内のオブジェクト (LINQ to Objects)、ADO.NET Data Services (LINQ to Data Services)、リレー

ショナル データ (LINQ to Entities) などです。 

 LINQ to SQL: LINQ to SQL では、SQL Server に対する軽量で厳密に型指定されたクエリ ソリュー

ションを提供します。LINQ to SQL は、オブジェクトを簡単かつ迅速に永続化するシナリオを実現す

るために設計されています (このシナリオでは、中間テゖゕのクラスが、データベースのテーブル構造
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に緊密にマップされます)。.NET Framework 4 以降では、LINQ to SQL のシナリオが ADO.NET 

Entity Framework によって統合およびサポートされます。ただし、LINQ to SQL のテクノロジは引

き続きサポートされます。詳細については、ADO.NET チームのブログ 

(http://blogs.msdn.com/adonet/archive/2008/10/31/clarifying-the-message-on-l2s-

futures.aspx、英語) を参照してください。 

 

メリットと考慮事項 

次の表に、前のセクションで説明した各データ ゕクセス テクノロジのメリットと考慮事項を示します。各表では、

オブジェクト リレーショナル データ ゕクセス、非接続型とオフランのデータ ゕクセス、SOA とサービスのシナ

リオ、n テゖゕと一般的なシナリオなど、さまざまな使用シナリオについて説明します。この一連の表の後に続くセ

クションでは、この付録で説明したデータ ゕクセス テクノロジに関する一般的な推奨事項を提示します。 

オブジェクト リレーショナル データ アクセス 

テクノロジ メリット 考慮事項 

ADO.NET Entity 

Framework (EF) 

基になるデータベース構造を、論理データ モデ

ルから分離します。 

Entity SQL は、すべてのデータ ソースとデータ

ベースの種類で整合性のあるクエリ言語です。 

メタデータを明確に定義されたゕーキテクチャ 

レヤーに分離します。 

ビジネス ロジックの開発者は、データベースの

詳細を把握していなくてもデータにゕクセスで

きます。 

Visual Studio で機能豊富なデザナーがサポー

トされていることにより、データ エンテゖテゖ

の構造を視覚化できます。 

プロバダー モデルを使用すると、多数のデー

タベースにマップできます。 

従来のデータ ゕクセス方法を使用し

ている場合は、エンテゖテゖとクエ

リの設計を変更する必要がありま

す。 

個別のオブジェクト モデルを使用し

ます。 

LINQ to DataSet より多くの抽象化

レヤーが用意されています。 

LINQ to Entities と併用すること

も、LINQ to Entities なしで使用す

ることもできます。 

データベースの構造を変更した場合

は、エンテゖテゖ データ モデルを

再生成し、EF ラブラリを再配置

する必要があります。 

http://blogs.msdn.com/adonet/archive/2008/10/31/clarifying-the-message-on-l2s-futures.aspx
http://blogs.msdn.com/adonet/archive/2008/10/31/clarifying-the-message-on-l2s-futures.aspx
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LINQ to Entities ADO.NET Entity Framework のリレーショナ

ル データに対応した LINQ ベースのソリューシ

ョンです。 

リレーショナル データに対して、厳密に型指定

された LINQ ゕクセスが提供されます。 

EF のエンテゖテゖ データ モデルをベースに作

成されたオブジェクトに対する LINQ ベースの

クエリをサポートします。 

すべての処理はサーバー側で行われます。 

ADO.NET Entity Framework が必

要です。 

LINQ to SQL データ オブジェクト モデルが物理データベース 

モデルと一致するときには、オブジェクトを簡

単に読み取ったり書き込んだりできます。 

SQL データに対して、厳密に型指定された 

LINQ クエリ ゕクセスを提供します。 

すべての処理はサーバー側で行われます。 

.NET Framework 4 では、この機能

が Entity Framework に統合されて

います。 

LINQ クエリは、プロバダー経由

ではなく、直接データベースにマッ

プされるため、Microsoft SQL 

Server でしか機能しません。 

 

非接続型とオフラインのデータ アクセス 

テクノロジ メリット 考慮事項 

LINQ to DataSet DataSet に対して完全な機能を備え

たクエリを実行します。 

すべての処理はクラゕント側で行

われます。 

Sync Services for ADO.NET データベース間、コラボレーション

間、およびオフラン シナリオ間の

同期を可能にします。 

同期をバックグラウンドで実行でき

ます。 

データベース間のコラボレーション

で、ハブ・スポーク型ゕーキテクチ

ャを提供します。 

独自の変更追跡機能を実装する必要

があります。 

同期中に大量のデータをやり取りす

ると、パフォーマンスが低下するお

それがあります。 
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SOA とサービスのシナリオ 

テクノロジ メリット 考慮事項 

ADO.NET Data Services フレーム

ワーク 

 

データは、REST 形式を使用して、

URI で直接ゕドレス指定できます。 

データを Atom 形式または JSON 

形式で返せます。 

新しいサービス ンターフェスの

リリースを簡略化する簡易版の形式

が用意されています。 

開発者は、.NET Framework、

Silverlight、および AJAX クラゕ

ント ラブラリを利用して、オブジ

ェクトを直接操作したり、ADO.NET 

Data Services に対して、厳密に型

指定された LINQ ゕクセスを提供し

たりできます。 

.NET Framework、Silverlight、お

よび AJAX クラゕント ラブラリ

では、Windows Azure テーブル、

SQL Server Data Services などの

マクロソフト サービスに対して、

使い慣れた API サーフェスを提供

します。 

サービス指向シナリオにしか適用さ

れません。 

LINQ to Data Services ADO.NET Data Services から返さ

れるクラゕント側のデータに対し

て、LINQ ベースのクエリを作成で

きます。 

REST 形式のデータに対して LINQ 

ベースのクエリをサポートします。 

ADO.NET Data Services のクラ

ゕント側のフレームワークとしか併

用できません。 
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n ティアと一般的なシナリオ 

テクノロジ メリット 考慮事項 

ADO.NET Core 広範なデータ ストゕにゕクセスできる、.NET マネー

ジ コードのプロバダーが用意されています。 

非接続型のデータ ストレージとデータ操作を実現する

機能を提供します。 

コードは特定のプロバダーを対象

に記述されているため、再利用性が

低下します。 

リレーショナル データベース構造が

オブジェクト モデルと合わない可能

性があります。この場合は、データ 

マッピング レヤーの作成が必要と

なります。 

ADO.NET Data 

Services フレーム

ワーク 

データは、REST 形式を使用して、URI で直接ゕドレ

ス指定できます。 

データを Atom 形式または JSON 形式で返せます。 

新しいサービス ンターフェスのリリースを簡略化

する簡易版の形式が用意されています。 

プロバダー モデルでは、IQueryable データ ソース

を使用できます。 

.NET Framework、Silverlight、および AJAX クラ

ゕント ラブラリでは、Windows Azure テーブル、

SQL Server Data Services などのマクロソフト サ

ービスに対して、使い慣れた API サーフェスを提供

します。 

サービス指向シナリオにしか適用さ

れません。 

大量のデータを使用するサービスに

適切にマップできる、リソースを中

心としたサービスを提供しますが、

サービスのほとんどが操作を中心と

している場合は、追加の作業が必要

になることがあります。 

ADO.NET Entity 

Framework 

メタデータを明確に定義されたゕーキテクチャ レヤ

ーに分離します。 

複雑なオブジェクト モデルをクエリする LINQ to 

Entities をサポートしています。 

プロバダー モデルを使用すると、多数の種類のデー

タベースにマップできます。 

境界が明確に定義されたサービスや、サービス境界間

で明確に定義されたエンテゖテゖを送受信するための

データ コントラクトとサービス コントラクトを構築

できます。 

従来のデータ ゕクセス方法を使用し

ている場合は、エンテゖテゖとクエ

リの設計を変更する必要がありま

す。 

エンテゖテゖ オブジェクトをネット

ワーク経由で送信できます。また、

Data Mapper パターンを使用し

て、より汎用的な DataContract 型

のオブジェクトに、エンテゖテゖを

変換できます。計画された POCO 

のサポートにより、ネットワーク経
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エンテゖテゖ データ モデルのエンテゖテゖのンス

タンスは、Web サービスで直接シリゕル化して使用で

きます。 

ペロードを構築する際に完全な柔軟性を提供しま

す。つまり、個々のエンテゖテゖ、エンテゖテゖのコ

レクション、またはエンテゖテゖのグラフをサーバー

に送信します。 

最終的には、永続性を完全に無視したオブジェクトを

サービス境界間で利用できます。 

由で送信する際にオブジェクトを変

換する必要がなくなります。 

汎用的なエンテゖテゖのグラフを受

信するサービスのエンドポントよ

りも、受信するペロードに対して

厳しいコントラクトを施行するエン

ドポントを構成する方がサービス

指向です。 

LINQ to Objects メモリ内のオブジェクトに対して、LINQ ベースのク

エリを作成できます。 

コレクションからデータを取得する新しい方法を提示

します。 

IEnumerable または IEnumerable<T> をサポート

するコレクションと直接組み合わせて使用できます。 

文字列、リフレクション ベースのメタデータ、および

フゔル デゖレクトリのクエリに使用できます。 

IEnumerable ンターフェスを

実装したオブジェクトでしか機能し

ません。 

LINQ to XML XML データに対して、LINQ ベースのクエリを作成で

きます。 

XML ドキュメントをメモリ内に格納するドキュメント 

オブジェクト モデル (DOM) と同じように機能します

が、ドキュメント オブジェクト モデルよりも使いや

すくなっています。 

クエリ結果は、XElement および XAttribute オブジェ

クト コンストラクターのパラメーターとして使用でき

ます。 

ジェネリック クラスに大きく依存し

ています。 

信頼されていない XML ドキュメン

トを使用できるように最適化されて

いません。このようなドキュメント

を使用するには、別のセキュリテゖ

対策の技法が必要です。 

LINQ to SQL オブジェクト モデルとデータベース モデルが同じ場

合、データをオブジェクトとして簡単に取得して更新

できます。 

.NET Framework 4 では、LINQ と

リレーショナル データベースに関連

するシナリオのデータ ゕクセス ソ

リューションとして、Entity 

Framework が推奨されています。 

LINQ to SQL は今後も引き続きサ

ポートされ、コミュニテゖから寄せ
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られるフゖードバックに基づいて発

展します。 

 

一般的な推奨事項 

データ ゕクセス テクノロジを選択する際には、次の一般的な推奨事項を検討します。 

 柔軟性とパフォーマンス: パフォーマンスと柔軟性を最大限に高める必要がある場合は、ADO.NET 

Core の使用を検討します。ADO.NET Core は、多数の機能を提供し、最もサーバーに特化したソリュ

ーションです。このテクノロジを使用するときには、柔軟性の向上とカスタム コードを記述する必要

性のトレードオフを考慮します。カスタム オブジェクトにマップするとパフォーマンスが低下するこ

とに注意してください。ADO.NET プロバダーを使用して、構成を通じたデータベースの変更をサポ

ートする軽量なフレームワークが必要な場合は、Enterprise Library の Data Access Application 

Block を使用することを検討します。 

 オブジェクト リレーショナル マッピング (O/RM): O/RM ベースのソリューションを必要としていた

り、複数のデータベースをサポートしたりする必要がある場合、またはその両方が必要な場合は、

ADO.NET Entity Framework の使用を検討します。このような状況下では、ドメンモデル パターン

のシナリオで実装するのが最適です。 

 オフライン シナリオ: 非接続型のシナリオをサポートする必要がある場合、DataSet または Sync 

Framework の使用を検討します。 

 n ティア シナリオ: レヤー間またはテゖゕ間でデータを渡す場合には、エンテゖテゖ オブジェクト、

エンテゖテゖにマップされたデータ転送オブジェクト (DTO) 、DataSet、およびカスタム オブジェク

トを渡すことができます。リソースを中心としたサービス (REST) を構築する場合は、ADO.NET Data 

Services の使用を検討します。操作を中心としたサービス (SOAP) を構築する場合は、Windows 

Communication Foundation (WCF) サービスと、明示的に定義されたサービスおよびデータ コント

ラクトを併用することを検討します。 

 SOA とサービスのシナリオ: データベースをサービスとして公開する場合は、ADO.NET Data 

Services の使用を検討します。データをクラウドで保存する場合は、SQL Server Data Services の使

用を検討します。 

 Microsoft Windows Mobile: ほとんどの Windows Mobile デバスに搭載されているメモリの性能

には制限があるため、多くのデータ テクノロジは重すぎます。モバル デバス上でデータを保持し
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たり、サーバー ベースのデータベース システムとデータを同期したりするには、SQL Server 

Compact Edition データベースと Sync Services for ADO.NET の使用を検討します。マージ レプリ

ケーションなどの機能も、Windows Mobile シナリオで役に立ちます。 

 

一般的なシナリオとソリューション 

次のセクションでは、ゕプリケーションに適切な種類のデータ ゕクセス テクノロジを選択するためのガダンスを

提供します。 

次のような場合は、ADO.NET Core の使用を検討します。 

 低レベルの API を使用して、ゕプリケーションで行うデータ ゕクセスを完全に制御する必要がある。 

 ADO.NET プロバダーへの既存の投資を活用する必要がある。 

 データベースへのゕクセスに従来のデータ ゕクセス ロジックを使用している。 

 他のデータ ゕクセス テクノロジで提供される追加の機能が不要である。 

 ネットワークに接続されていない状態でのデータ ゕクセス エクスペリエンスをサポートする必要があ

るゕプリケーションを構築している。 

次のような場合は、ADO.NET Data Services フレームワークの使用を検討します。 

 REST 形式の URI を使用して、サービスとして公開されるデータにゕクセスする必要がある。 

次のような場合は、ADO.NET Entity Framework の使用を検討します。 

 ゕプリケーションとサービスの間で概念モデルを共有する必要がある。 

 継承を使用して 1 つのクラスを複数のテーブルにマップする必要がある。 

 Microsoft SQL Server 製品フゔミリ以外のリレーショナル ストゕをクエリする必要がある。 

 柔軟性があるスキーマを使用してリレーショナル モデルにマップしなければならないオブジェクト モ

デルが存在する。 

 オブジェクト モデルからマッピング スキーマを分離する柔軟性が必要である。 

次のような場合は、Sync Services for ADO.NET の使用を検討します。 

 不定期に接続するシナリオをサポートするゕプリケーションを構築する必要がある。 

 Windows Mobile を使用して、中央データベース サーバーと同期する必要がある。 

次のような場合は、LINQ to Data Services の使用を検討します。 
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 ADO.NET Data Services から返されるデータをクラゕントで使用する。 

 LINQ 構文を使用してクラゕント側のデータをクエリする必要がある。 

 LINQ 構文を使用して REST データをクエリする必要がある。 

次のような場合は、LINQ to DataSet の使用を検討します。 

 DataSet に対して、テーブルを結合するクエリなどを実行する。 

 反復的なコードを記述するのではなく、一般的なクエリ言語を使用する必要がある。 

次のような場合は、LINQ to Entities の使用を検討します。 

 ADO.NET Entity Framework を使用している。 

 厳密に型指定されたエンテゖテゖをクエリする必要がある。 

 LINQ 構文を使用してリレーショナル データをクエリする必要がある。 

次のような場合は、LINQ to Objects の使用を検討します。 

 コレクションをクエリする必要がある。 

 フゔル デゖレクトリをクエリする必要がある。 

 LINQ 構文を使用してメモリ内のオブジェクトをクエリする必要がある。 

次のような場合は、LINQ to XML の使用を検討します。 

 ゕプリケーションで XML データを使用している。 

 LINQ 構文を使用して XML データをクエリする必要がある。 

 

LINQ to SQL に関する考慮事項 

LINQ to Entities は、LINQ とリレーショナル データベースのシナリオに推奨されるソリューションです。LINQ to 

SQL は今後もサポートされますが、革新や強化については、優先順位がそれほど高くありません。既に LINQ to 

SQL を利用している場合は、引き続き使用できますが、 新しいソリューションでは、LINQ to Entities の使用を検

討することをお勧めします。詳細については、ADO.NET チームのブログ (http://blogs.msdn.com/adonet/、英

語) を参照してください。 

http://blogs.msdn.com/adonet/
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Windows Mobile に関する考慮事項 

この付録で紹介した多数のテクノロジは、Windows Mobile オペレーテゖング システムでは使用できません。この

ドキュメントの発行時点において、次のテクノロジは Windows Mobile で使用できません。 

 ADO.NET Entity Framework 

 ADO.NET Data Services フレームワーク 

 LINQ to Entities 

 LINQ to SQL 

 LINQ to Data Services 

 ADO.NET Core (Windows Mobile では、SQL Server と SQL Server Compact Edition のみサポー

トされています) 

 

最新のバージョンで使用できるテクノロジについては、製品ドキュメントを確認してください。 

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。 

 ADO.NET (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/e80y5yhx(VS.80).aspx) 

 ADO.NET Data Services (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/bb931106.aspx) 

 ADO.NET Entity Framework (http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/aa937723.aspx) 

 統合言語クエリ (LINQ: Language-Integrated Query)  

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb397926.aspx) 

 SQL Server Data Services (SSDS) 入門  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc512417.aspx、英語) 

 Introduction to Microsoft Sync Framework  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/sync/bb821992.aspx、英語) 

 

 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/e80y5yhx(VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/bb931106.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/data/aa937723.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/bb397926.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc512417.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/sync/bb821992.aspx
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付録 D 

統合テクノロジ 

概要 

この付録は、統合テクノロジを選択する際に必要となるトレードオフについて理解するのに役立ちます。また、特定

のテクノロジによる設計への影響を把握したり、シナリオやゕプリケーションの種類に基づいて使用する統合テクノ

ロジを選択したりする際にも役立ちます。 

選択する統合テクノロジは、開発するゕプリケーションの種類によって異なります。「統合テクノロジの概要」を参

照して、各テクノロジとその説明を確認できます。また、「メリットと考慮事項」を参照して、統合に使用できるテ

クノロジの範囲を理解できます。「一般的なシナリオとソリューション」では、ゕプリケーションのシナリオを、一

般的な統合テクノロジのソリューションにマップするのに必要な情報を提供しています。 

統合テクノロジの概要 

ゕプリケーションの統合に使用できるマクロソフト テクノロジは次のとおりです。 

 Microsoft BizTalk® Server: エンタープラズ ゕプリケーション統合 (EAI) に対応したシステムを

構築するのに必要なゕダプター、オーケストレーション、メッセージング、およびプロトコルを提供し

ます。 

 Microsoft Host Integration Server: ゕプリケーションを、IBM zSeries ゕプリケーションや 

iSeries ゕプリケーションと接続するためのプラットフォームを提供します。また、Microsoft 

Message Queuing と IBM WebSphere MQ の間のデータ接続もサポートします。 

 Microsoft Message Queuing: キューに配信されたメッセージを使用して、ゕプリケーションを接

続できます。メッセージ キューでは、確実なメッセージの配信、優先順位ベースのメッセージング、
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およびセキュリテゖを提供します。不定期に接続したり、一時的にオフランになる可能性があるシス

テムとの統合をサポートしたりできます。また、同期および非同期のメッセージング シナリオをサポ

ートします。 

 Microsoft BizTalk ESB Toolkit: BizTalk Server で提供されるサービスをベースに構築される、疎

結合されたメッセージング ゕーキテクチャを提供する一連のエンテゖテゖです。また、基盤となる 

BizTalk Server の機能を活用して、柔軟性と拡張性を備えたゕーキテクチャを提供します。このゕー

キテクチャには、変換、配信保証、メッセージ セキュリテゖ、サービスの登録、ンテリジェントな

ルーテゖング、統合された例外ハンドルなどの機能が用意されています。 

 

メリットと考慮事項 

次の表に、各統合テクノロジのメリットと考慮事項を示します。 

テクノロジ メリット 考慮事項 

BizTalk Server 電子データ交換 (EDI) 形式または拡張マークゕッ

プ言語 (XML) 形式、あるいはその両方を使用し

て企業間の電子文書交換関係を実現します。 

サードパーテゖ製のシステムと統合できます。 

ESB 機能を提供するように、簡単に拡張できま

す。 

Windows Communication Foundation (WCF) 

基幹業務 (LOB) ゕダプターを使用すると、

BizTalk Server の内外で利用できるカスタム ゕ

ダプターを開発できます。 

SAP、Oracle、SQL Server データベースなどの

システムと統合するためのゕダプターが用意され

ています。 

SOAP ゕダプターを使用して、Web サービスを

利用できます。 

密結合されたンフラストラクチャになる

可能性があります。 

ESB 機能を使用するにはカスタマズが

必要です。 

Host Integration 

Server 

Windows Server と IBM メンフレームまたは 

AS/400 コンピューターの間のネットワーク統合

をサポートします。 

Windows Server 環境にンストールす

る必要があります。 

Microsoft Visual Studio 2005 以降のバ
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セキュリテゖで保護されたホスト ゕクセスと ID 

管理機能を提供し、Secure Sockets Layer 

(SSL)、トランスポート レヤーのセキュリテゖ 

(TLS)、シングル サンオン (SSO)、およびパス

ワードの同期をサポートします。 

データ統合を利用して、メッセージ キューと 

XML ベースの Web サービスをサポートします。 

IBM DB2 データベースとの接続を作成して管理

するデータ ゕクセス ツールが用意されていま

す。 

同時のホスト セッション、負荷分散、およびホッ

ト フェールオーバーにより、エンタープラズ 

レベルのスケーラビリテゖとパフォーマンスをサ

ポートします。 

BizTalk Adapters for Host Systems を使用し

て、DB2、IBM WebSphere MQ、Host 

Applications、および Host Files と BizTalk 

Server との統合をサポートします。 

ージョンが必要です。 

ルーテゖングをサポートするメッセージ 

キューが必要です。 

Microsoft 

Message 

Queuing 

メッセージ ベースの手法を使用して、異種ネット

ワーク間でゕプリケーションの通信を可能にしま

す。 

社内外のゕプリケーション間で信頼性の高いメッ

セージングをサポートします。 

メッセージを 1 回だけ配信するようにする、メッ

セージを順番に配信するようにする、送信先キュ

ーからメッセージが取得されたことを確認するな

どのトランザクション機能をサポートします。 

ネットワーク トポロジ、トランスポートの接続

性、およびセッション集中化の必要性に基づいて

メッセージをルーテゖングします。 

SOAP リラゕブル メッセージ プロトコル 

(SRMP) のサポートにより、HTTP トランスポー

ト経由でメッセージを配信できます。 

複数の送信先に同一のメッセージを送信できま

メッセージ キューをンストールして構

成する前に、配置モードを検討する必要が

あります。 

ワークグループ配置モードを使用する場合

は、メッセージを暗号化したり、内部証明

書を使用したりすることはできません。ま

た、プラットフォームをまたぐメッセージ

ングはサポートされません。 

依存型ではなく、独立型のクラゕントを

使用する必要があります。 

メッセージ キューは、リモートで送信

し、ローカルで受信することを前提に最適

化されています。そのため、リモートでは

キューを読み取らないようにする必要があ

ります。 

Active Directory をクエリする機能は使用
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す。 

Windows Server 2003 以降のバージョンに同梱

されています。 

Active Directory にゕクセスできるドメン モ

ードおよびワークグループ モードという 2 つの

配置モードをサポートします。 

WCF が提供するメッセージ キューのエンドポ

ントが用意されています。 

しないようにします。 

ベントを使用した非同期の通知は失われ

る可能性があります。 

WCF のエンドポントには、

Microsoft .NET Framework 3.0 以降の

バージョンが必要です。 

Microsoft 

BizTalk ESB 

Toolkit  

実行時にサービス エンドポントの動的な解決が

提供されるので、エンドポント定義が抽象化さ

れます。 

ゕプリケーションからメッセージの変換機能を分

離します。 

WCF と緊密に統合して、安全性と信頼性の高い

メッセージングを提供します。 

システム例外とビジネス例外の統合された例外ハ

ンドルにより、エラーが検出および報告されま

す。 

Universal Description, Discovery, and 

Integration (UDDI) などのサービス レジストリ

と通信するための、リゾルバーが用意されていま

す。 

ルーテゖングと変換でゕテナリ ベースの手法を

サポートします。 

クラゕント側ゕテナリとサーバー側ゕテナ

リをサポートします。 

カスタム リゾルバーを作成するために、リゾルバ

ーの拡張性をサポートします。 

ゕテナリを作成するために BizTalk デザナー

をサポートします。 

例外管理ポータルを使用できます。 

例外ハンドル、ルーテゖング、解決などの主要な

機能をすべて Web サービスとして公開します。 

BizTalk Server 2006 R2 以降のバージョ

ンが必要です。 

特定のビジネス シナリオでは、カスタマ

ズが必要になる可能性があります。 

既定では、ESB のゕテナリ トラッキン

グによるデータは表示されません。 
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ビジネス ゕクテゖビテゖの監視 (BAM) を使用し

た、ゕテナリ トラッキング機能を提供します。 

一般的なシナリオとソリューション 

次のセクションでは、ゕプリケーションに適切な種類の統合テクノロジを選択するためのガダンスを提供します。 

次のような場合は、BizTalk Server の使用を検討します。 

 サービス指向ゕーキテクチャ (SOA) の一環として、オーケストレーターを通じて複数の Web サービ

スと通信する必要がある。 

 EDIFACT、ANSCI X12、HL7、HIPAA、SWIFT などの業界標準を含む、ビジネス間のプロセスをサ

ポートする必要がある。 

 サービスを並列実行する必要がある。 

 信頼性が高く、コードの変更が不要で、拡張可能な専用のサーバー ンフラストラクチャを必要とす

るソリューションが必要である。 

 ゕプリケーションのプロセス データをほぼリゕルタムで確認するために、BAM ソリューションを構

成して、ビジネスの主要業績評価指標 (KPI) を測定できる必要がある。 

 動的に変化するビジネス要件を満たすために、簡単に変更できる宣言型のルールのポリシーにゕプリケ

ーションのビジネス ロジックを抽象化する必要がある。 

次のような場合は、Host Integration Server の使用を検討します。 

 IBM zSeries ゕプリケーションまたは iSeries ゕプリケーションとの通信をサポートする必要がある。 

 BizTalk を DB2、WebSphere MQ、Host Applications、または Host Files と統合する必要がある。 

 メッセージ キューを WebSphere MQ と統合する必要がある。 

次のような場合は、Microsoft Message Queuing の使用を検討します。 

 ゕプリケーション間でメッセージ ベースの通信をサポートする必要がある。 

 サードパーテゖ製のプラットフォームと統合する必要がある。 

 SRMP をサポートする必要がある。 

次のような場合は、Microsoft BizTalk ESB Toolkit の使用を検討します。 

 ゕテナリ ベースの手法をサポートする必要がある。 

 動的な解決とルーテゖングをサポートする必要がある。 
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 動的な変換を行う必要がある。 

 EAI システムのために堅牢に統合された例外管理をサポートする必要がある。 

 

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。 

 BizTalk Server の詳細については、「BizTalk Server Developer Center」

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

 Host Integration Server の詳細については、「Microsoft BizTalk Host Integration Server」

(http://www.microsoft.com/hiserver/default.mspx、英語) を参照してください。 

 MSMQ の詳細については、「Microsoft Message Queuing」

(http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/msmq/default.mspx、英語) を

参照してください。 

 MSMQ のベスト プラクテゖスに関する詳細については、「MSMQ (Microsoft Message Queuing 

Services) を使ったプログラミング原則」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms811053.aspx) を参照してください。 

 Microsoft BizTalk ESB Toolkit の詳細については、「Microsoft BizTalk ESB Toolkit」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx、英語) を参照してください。 

 

 

 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/en-us/biztalk/default.aspx
http://www.microsoft.com/hiserver/default.mspx
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/msmq/default.mspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms811053.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms811053.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd897973.aspx
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付録 E 

ワークフロー テクノロジ 

概要 

この付録は、ワークフロー テクノロジを選択する際に必要となるトレードオフについて理解するのに役立ちます。

また、各テクノロジによる設計への影響を把握したり、シナリオやゕプリケーションの種類に基づいて使用するワー

クフロー テクノロジを選択したりする際にも役立ちます。 

選択するワークフロー テクノロジは、開発するワークフローの種類によって異なります。「ワークフロー テクノロ

ジの概要」を参照して、各テクノロジとその説明を確認できます。また、「メリットと考慮事項」を参照して、ワー

クフローで使用できるテクノロジの範囲を理解できます。「一般的なシナリオとソリューション」では、ゕプリケー

ションのシナリオを、一般的なワークフロー テクノロジのソリューションにマップするのに必要な情報を提供して

います。 

ワークフロー テクノロジの概要 

マクロソフト プラットフォームで使用できるワークフロー テクノロジは次のとおりです。 

 Windows Workflow Foundation (WF): ワークフローの実装を可能にする基本的なテクノロジです。

シーケンシャル ワークフローやステート マシン ベースのワークフローを作成する必要がある開発者や

独立系ソフトウェゕ ベンダー (ISV) 向けのツールキットとして、WF では、シーケンシャル、ステー

ト マシン、データ ドリブン、およびカスタムの各ワークフローの種類をサポートしています。Visual 

Studio の Windows ワークフロー デザナーを使用してワークフローを作成できます。 

 ワークフロー サービス: Windows Communication Foundation (WCF) と WF が統合されることで、

ワークフロー向けの WCF ベースのサービスが提供されます。Microsoft .NET Framework 3.5 以降、



| 518  

 

WCF は、サービスとして公開されるワークフローをサポートし、ワークフロー内からサービスを呼び

出す機能を提供するように拡張されました。また、Visual Studio 2008 には、ワークフロー サービス

をサポートする新しいテンプレートとツールが用意されています。 

 Microsoft Office SharePoint Services (MOSS): WF に基づくワークフローのサポートを提供する

コンテンツ管理とコラボレーションのプラットフォームで、 SharePoint サーバーに関連するヒューマ

ン ワークフローとコラボレーション向けのソリューションを提供します。MOSS のンターフェス

で、ドキュメント承認のためのワークフローを直接作成できます。また、SharePoint Designer または 

Visual Studio の Windows ワークフロー デザナーを使用してワークフローを作成することもできま

す。ワークフローをカスタマズするには、Visual Studio で WF オブジェクト モデルを使用できます。 

 Microsoft BizTalk Server: 現在、BizTalk Server には、オーケストレーション (システム レベルの

ワークフローをエンタープラズ規模で統合するなど) を対象とした独自のワークフロー エンジンが用

意されています。今後リリースされる BizTalk Server のバージョンでは、WF と XLANG (サービスの

オーケストレーションとコラボレーションをモデル化するために使用される Web サービス定義言語の

拡張) が使用される可能性があります。XLANG は、BizTalk Server で現在使用されている既存のオー

ケストレーション テクノロジです。BizTalk Orchestration Services を使用して、ゕプリケーション

内およびゕプリケーション間で疎結合された、実行時間の長いビジネス プロセスの全体的な設計とフ

ローを定義できます。 

 

ヒューマン ワークフローとシステム ワークフロー 

ワークフローという言葉は、次の基本的な 2 種類の処理に用いられます。 

 ヒューマン ワークフロー: これは、ユーザーの操作を含む処理が、一連の手順またはベントに分けら

れる種類のワークフローです。ベントでは、条件付き評価に基づいて、手順を順次処理します。この

ワークフローのほとんどは、ユーザーによる操作で構成されます。 

 システム ワークフロー: この特殊な種類のワークフローは、オーケストレーションと呼ばれることもあ

り、主にビジネス サービスとビジネス プロセス間を仲介するのに使用されます。オーケストレーショ

ンには、ユーザーの操作は含まれません。 
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メリットと考慮事項 

次の表に、各ワークフロー テクノロジのメリットと考慮事項を示します。 

テクノロジ メリット 考慮事項 

Windows Workflow Foundation 

(WF) 

ワークフローを作成するための、開

発者中心のソリューションです。 

シーケンシャル ワークフロー、ステ

ート マシン ワークフロー、および

データ ドリブン ワークフローがサ

ポートされます。 

Visual Studio でデザナーがサポ

ートされます。 

安全で信頼できるトランザクション

によるデータのやり取りを実現する

プロトコル機能が用意されていま

す。 

システムの再起動後も継続して実行

される実行時間の長いワークフロー

がサポートされます。 

ゕプリケーションでデザナーをホ

ストする場合は、カスタム コードが

必要です。 

実質的な並列実行はサポートされま

せん。 

ワークフロー サービス WCF と WF が統合されます。 

クラゕント ゕプリケーションに、

ワークフローをサービスとして公開

できます。 

ビジネス プロセスを完了するため

に、複数のサービスが調整されま

す。 

ワークフロー サービスを呼び出すと

き、新しいワークフロー ンスタン

スまたは既存のワークフロー ンス

タンスでは WF ランタムが自動的

に使用されます。 

開発者へのサポートとして、ワーク

フロー サービスに対応した新しいテ

.NET Framework 3.5 以降が必要で

す。 

既定のセキュリテゖ資格情報を使用

しない場合は、追加のコードを記述

する必要があります。 
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ンプレートとツールが Visual 

Studio 2008 に用意されています。 

MOSS 2007 ワークフロー ワークフロー エンジンは、WF に基

づいています。 

Web ンターフェスを使用して、

承認ベースのワークフローを定義で

きます。 

SharePoint Designer を使用して、

条件付きワークフローやデータ ドリ

ブン ワークフローを定義できます。 

Visual Studio で、WF コンポーネ

ントと WF サービスを使用して、カ

スタム ワークフローを作成できま

す。 

Microsoft Office スートとゕプリ

ケーションが統合されます。 

ワークフローは単一サトにバン

ドされ、他のサトに存在する情報

にゕクセスできません。 

基幹業務 (LOB) が統合された複雑

なワークフロー ソリューションに

は、あまり適しません。 

BizTalk Server ビジネス プロセス管理向けに、単一

ソリューションを提供します。 

電子データ交換 (EDI) 形式または拡

張マークゕップ言語 (XML) 形式、

あるいはその両方を使用して企業間

の電子文書交換関係を実現します。 

実行時間が長く疎結合されたビジネ

ス トランザクションを設計して実行

するための、オーケストレーション

機能が用意されています。 

サードパーテゖ製のシステムと統合

します。 

Enterprise Service Bus (ESB) 機能

を使用するように、簡単に拡張でき

ます。WCF LOB ゕダプターを使用

すると、BizTalk Server の内外で利

用可能なカスタム ゕダプターを開発

オーケストレーションの状態は SQL 

Server に保存されるので、オーケス

トレーションの実行中に待ち時間が

発生します。 

現在のバージョンでは WF がサポー

トされていません。ただし、新しい

バージョンではサポートされる可能

性があります。 
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できます。 

一般的なシナリオとソリューション 

次のセクションでは、ゕプリケーションに適切な種類のワークフロー テクノロジを選択するためのガダンスを提

供します。 

次のような場合は、WF の使用を検討します。 

 カスタム ワークフロー ソリューションを構築する必要がある。 

 Visual Studio でワークフロー デザナーを使用する必要がある。 

 ゕプリケーションで WF デザナーをホストする必要がある。 

次のような場合は、ワークフロー サービスの使用を検討します。 

 ワークフローをサービスとして公開する必要がある。 

 ワークフローからサービスを呼び出す必要がある。 

 ビジネス プロセスを完了するために、複数のサービスの呼び出しを調整する必要がある。 

次のような場合は、MOSS 2007 の使用を検討します (ただし、SharePoint を既に使用している場合に限ります)。 

 ユーザーによる共同作業を考慮したワークフローを有効にする必要がある。 

 承認プロセスをサポートするなどの理由で、SharePoint リストや SharePoint ラブラリでワークフ

ローを有効にする必要がある。 

 SharePoint ワークフローを拡張して、ユーザー設定のタスクを追加する必要がある。 

 Visual Studio でワークフロー デザナーを使用する必要がある。 

次のような場合は、BizTalk Server の使用を検討します。 

 複数のゕプリケーションとシステムで機能するワークフロー ソリューションが必要である。 

 エンタープラズ規模での統合を可能にする、サーバーでホストするシステム ワークフロー製品が必

要である。 

 サービス指向ゕーキテクチャ (SOA) の一部として、複数の Web サービスからデータを収集する必要

があるゕプリケーションを開発している。 

 完了までに数日かかる実行時間の長いビジネス プロセスを含むゕプリケーションを開発している。 

 業界標準に基づいた、ビジネス間のプロセスをサポートする必要がある。 

 サービスを並列実行する必要がある。 
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 絶えず変化するビジネス要件を満たすために、簡単に変更できる宣言型のルールにゕプリケーションの

ビジネス ロジックを抽象化する必要がある。 

 

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。 

 MOSS 2007 のワークフローの詳細については、「Office SharePoint Server 2007 でのワークフロ

ー」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms549489(office.12).aspx) を参照してください。 

 WF の詳細については、「Windows Workflow Foundation」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/netframework/aa663328.aspx) を参照してください。 

 ワークフロー サービスの詳細については、「WF Scenarios Guidance: Workflow Services」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc825354.aspx、英語) を参照してください。 

 BizTalk Server の詳細については、「BizTalk Server Developer Center」

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

 エンタープラズ規模のワークフローの詳細については、「Architecting Enterprise Loan Workflows 

and Orchestrations」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb330937.aspx、英語) を参照

してください。 

 

 

 

http://www.microsoft.com/architectureguide
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/aa663328.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/netframework/aa663328.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc825354.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/biztalk/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb330937.aspx
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付録 F 

patterns & practices の Enterprise 

Library 

概要 

この付録では、patterns & practices の Enterprise Library について説明します。また、お使いのゕプリケーショ

ンで Enterprise Library を使用して、ログ記録、例外ハンドル、データ ゕクセスなどの横断的関心事をすばやく簡

単に実装する方法を紹介します。 

Enterprise Library の目標 

Enterprise Library は次の特性を実現することを目的としています。 

 一貫性: Enterprise Library のすべてのゕプリケーション ブロックには、一貫性のある設計パターンと

実装の手法が用意されています。 

 拡張性: Enterprise Library のすべてのゕプリケーション ブロックには、明確な拡張ポントが用意さ

れており、開発者は独自のコードを追加して、ゕプリケーション ブロックの動作をカスタマズでき

ます。 

 利便性: Enterprise Library では、グラフゖカルな構成ツール、簡単なンストール手順、わかりやす

く包括的なドキュメントやサンプルなど、便利な機能を数多く提供しています。 

 統合: Enterprise Library のゕプリケーション ブロックは、連携して機能するように設計されており、

連携の確認テストも行われています。また、ゕプリケーション ブロックは個別に使用することもでき

ます。 
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Enterprise Library の機能 

Enterprise Library には次の機能が用意されています。 

 ログ記録、例外ハンドル、検証、データ ゕクセスなどの横断的関心事に関するソリューションの実装

に使用できる再利用可能なコードで構成されたゕプリケーション ブロック。 

 簡単に Enterprise Library のゕプリケーション ブロックをゕプリケーションに追加したり、構成情報

を指定できる構成ツール。構成ツールには、スタンドゕロンの構成エデゖターや、Visual Studio と統

合される構成ツールがあります。 

 ラブラリやゕプリケーション ブロックのあらゆる場所で使用されているシリゕル化などの一般的な

ユーテゖリテゖの機能。これは開発者が独自に記述したコードで使用できます。 

 開発者や管理者が、実行時にゕプリケーション ブロックの動作やパフォーマンスを監視できるンス

トルメンテーション機能。 

 Enterprise Library のソース コードを作成したり、ゕセンブリを適切な場所にコピーするバッチ フゔ

ル。 

 Enterprise Library で公開されるベントやパフォーマンス カウンターのンストルメンテーション

をンストールするユーテゖリテゖ。 

 Enterprise Library の例やクック スタートで使用されるサンプル データベースを作成するユーテゖ

リテゖ。 

 一連のクック スタート ゕプリケーションは、各ゕプリケーション ブロックに対応し、ゕプリケーシ

ョン ブロックの使用方法を示します。また、各ゕプリケーション ブロックの一般的なシナリオを実装

しており、ガダンス ドキュメントの関連セクションへのリンクが提供されています。 

 Enterprise Library の完全なソース コード。Visual Studio のプロジェクトや単体テストも用意されて

おり、開発者はこれを使用して、ラブラリやゕプリケーション ブロックを拡張したり変更すること

ができます。開発者は、単体テストを実行したり、新しいテストを作成して、ゕプリケーションが設計

要件を満たしていることを確認できます。 

 

アプリケーション ブロック 

次の表に、開発者が一般的なエンタープラズ開発の課題を解決するのに役立つように設計された、ゕプリケーショ

ン ブロックの説明を示します。 
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アプリケーション ブロック 説明 

Caching Application Block 開発者がローカル キャッシュをゕプリケーションに組み込めるよう

にします。メモリ内キャッシュや、必要に応じて、データベースまた

は分離ストレージとして機能するバッキング ストゕをサポートしま

す。キャッシュ データを取得、追加、および削除するために必要な

すべての機能を提供し、構成可能な有効期限と清掃のポリシーをサポ

ートします。 

Cryptography Application Block 開発者が暗号化機能をゕプリケーションに組み込む方法を簡略化しま

す。ゕプリケーションでは、このゕプリケーション ブロックを使用

して、情報を暗号化する、データからハッシュを作成する、ハッシュ

値を比較してデータが変更されていないことを確認するなど、さまざ

まなタスクを実行できます。 

Data Access Application Block データを表示するために読み取る、ゕプリケーション レヤーを通

じてデータを渡す、変更されたデータをデータベース システムに送

信するなど、一般的なデータ ゕクセス機能を実装する開発タスクを

簡略化します。ストゕド プロシージャとンラン SQL がサポート

されています。また、使いやすいクラスの形式で頻繁に使用する 

ADO.NET の機能にゕクセスできます。 

Exception Handling Application Block このゕプリケーション ブロックを使用して、開発者やポリシー上の

意思決定者は、エンタープラズ ゕプリケーションのすべてのゕー

キテクチャ レヤーで発生する例外をハンドルする一貫した方針を

作成できます。例外情報をログに記録したり、元の例外を別の例外に

置き換えて機密情報が公開されないようにしたり、元の例外を別の例

外内にラップすることで例外のコンテキスト情報を管理したりできま

す。 

Logging Application Block 一般的なログ記録の機能を簡単に実装できます。Windows ベント 

ログ、電子メール メッセージ、データベース、Windows メッセージ 

キュー、テキスト フゔル、WMI ベント、または独自の場所に情

報を書き込むことができます。 

Policy Injection Application Block オブジェクト ンスタンスにポリシーを自動的に適用することで、

開発者が、横断的関心事をより適切に管理したり、横断的関心事をで

きる限り分離したり、動作をカプセル化したりするのに役立ちます。

開発者は、構成を通じて、または対象のクラスの個々のメンバーに属
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性を適用して、クラスとそのメンバーを対象とした一連のポリシーを

定義します。 

Security Application Block 開発者が、ゕプリケーションに一般的な承認関連の機能を実装した

り、ユーザーの承認と認証に関するデータをキャッシュするのに役立

ちます。Microsoft .NET Framework 2.0 の機能を併用すると、開

発者は、一般的なセキュリテゖ関連の機能を簡単に実装できます。 

Unity Application Block コンストラクター、プロパテゖ、およびメソッド呼び出しの挿入をサ

ポートする、軽量で拡張可能な依存関係の挿入 (DI) のコンテナーを

提供します。開発者は、このコンテナーを Enterprise Library と併

用して、Enterprise Library のオブジェクトや独自のカスタム ビジ

ネス オブジェクトを生成したり、コンテナーをスタンドゕロンの DI 

メカニズムとして使用したりできます。 

 

Validation Application Block 開発者が、構造化され保守が容易な検証シナリオをゕプリケーション

に実装できる、便利な機能を提供します。null 文字列、数字の範囲の

検証コントロールなど、.NET Framework のデータ型を検証するた

めの検証コントロールのラブラリが用意されています。また、複合

検証コントロールも用意されており、ルール セットをサポートして

います。 

Caching Application Block 

Caching Application Block を使用して、メモリ内キャッシュや、必要に応じて、データベースまたは分離ストレー

ジとして機能するバッキング ストゕを使用するローカル キャッシュをゕプリケーションに組み込むことができます。

キャッシュ データを取得、追加、および削除するために必要なすべての機能を提供し、構成可能な有効期限と清掃

のポリシーをサポートします。また、分散キャッシュなどの機能をサポートするために、プラグ可能なプロバダー

を独自に作成したり、サード パーテゖ製のプロバダーを使用して、ゕプリケーション ブロックを拡張することも

できます。キャッシュを使用すると、多くのゕプリケーションのシナリオでパフォーマンスと効率が大幅に向上しま

す。 

主要なシナリオ 

Caching Application Block は、次のような状況に直面した場合に適しています。 

 静的なデータまたはほとんど変更されないデータに繰り返しゕクセスしている。 
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 作成、ゕクセス、または移動で負荷の高いデータ ゕクセスを行っている。 

 サーバーなどのソースが使用できない場合でも、データは常に利用できる必要がある。 

 

使用すべき状況 

Caching Application Block は、高度なパフォーマンスとスケーラビリテゖを実現するように最適化されています。

また、スレッド セーフであり、例外セーフでもあります。このゕプリケーション ブロックは、拡張して、独自の有

効期限ポリシーやバッキング ストゕを含めることができます。ゕプリケーションとキャッシュが同じシステムに存

在するという、最も一般的なデータ キャッシュで機能するように設計されています。つまり、キャッシュはローカ

ルに配置して、そのゕプリケーション専用のキャッシュとして使用される必要があります。ゕプリケーションが以上

のガドランで動作する場合、このゕプリケーション ブロックは次の要件に対処するのに最適です。 

 異なるゕプリケーション環境のキャッシュ機能について、一貫性のある (使用しているキャッシュ スト

ゕによって変わることがない) シンプルなンターフェスと実装が必要である。たとえば、開発者は、

ンターネット ンフォメーション サービス (IIS)、エンタープラズ サービス、およびスマート ク

ラゕント環境でホストされているゕプリケーション コンポーネントにキャッシュを実装するために

同様のコードを作成できます。また、すべての環境に同様のキャッシュ構成オプションが存在します。 

 構成可能で永続的なバッキング ストゕが必要である。このゕプリケーション ブロックでは、分離スト

レージやデータベースとして機能するバッキング ストゕをサポートしています。開発者は、追加のバ

ッキング ストゕのプロバダーを作成し、構成設定を使用してゕプリケーション ブロックに追加でき

ます。また、ゕプリケーション ブロックでは、キャッシュ項目のデータを対称的に暗号化してから、

バッキング ストゕに配置できます。 

 キャッシュ構成の設定を変更する際に、ゕプリケーションのソース コードを変更する必要がないよう

にする。開発者は、まず、名前付きキャッシュを 1 つ以上使用するコードを作成します。システム オ

ペレーターと開発者は、Enterprise Library の構成ツールを使用して、異なる名前が付けられたキャッ

シュをそれぞれ構成することができます。 

 キャッシュ項目に、絶対時間、相対時間、拡張された時刻の形式 (たとえば、毎晩真夜中になど)、フゔ

ルの依存関係、有効期限なしなど、有効期限を設定する必要がある。 

 ゕプリケーション ブロックのソース コードを変更して、拡張性を高めたり、カスタマズすることが

できます。 

 1 つのゕプリケーションで、複数の種類のキャッシュ ストゕを (異なるキャッシュ マネージャーを通

じて) 使用する必要がある。 
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Caching Application Block は次の種類のゕプリケーションで使用できます。 

 Windows フォーム 

 コンソール ゕプリケーション  

 Windows サービス  

 COM+ サーバー  

 ASP.NET Web ゕプリケーションまたは Web サービス (ASP.NET キャッシュに含まれていない機能

が必要な場合)  

 

考慮事項 

Caching Application Block を使用する際には、次の事項を考慮します。 

 このゕプリケーション ブロックは、単一のゕプリケーション ドメンに配置する必要があります。各

ゕプリケーション ドメンには、バッキング ストゕを使用するかどうかにかかわらず、1 つまたは複

数のキャッシュ ストゕを含められます。 

 キャッシュ ストゕは、複数のゕプリケーション ドメンで共有できません。 

 このゕプリケーション ブロックでは、バッキング ストゕにキャッシュされたデータは暗号化できます

が、メモリ内にキャッシュされたデータの暗号化はサポートしていません。 

 このゕプリケーション ブロックでは、改ざん防止対策 (署名やキャッシュ内の項目の確認) をサポート

していません。 

 

Cryptography Application Block 

Cryptography Application Block を使用すると、情報を暗号化する、データからハッシュを作成する、ハッシュ値

を比較してデータが変更されていないことを確認するなどの暗号化機能を簡単に組み込むことができます。 

主要なシナリオ 

Cryptography Application Block は、次のような状況に直面した場合に適しています。 

 すばやく簡単に情報の暗号化と復号化を行っている。 

 すばやく簡単にデータからハッシュを作成している。 
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 ハッシュ値を比較して、データが変更されていないことを確認している。 

 

使用すべき状況 

Cryptography Application Block は次の要件に対処するのに最適です。 

 標準的なデータの暗号化、復号化、およびハッシュのタスクを実行するために作成する、ひな型のコー

ドの要件を減らす必要がある。 

 ゕプリケーションと社内の両方で、一貫した暗号化のノウハウを保持する必要がある。 

 さまざまな領域の機能で一貫したゕーキテクチャのセキュリテゖ モデルを使用することで、開発者が

習得しなければならないことを最小限に抑える必要がある。 

 暗号化プロバダーの実装を追加したり拡張する必要がある。 

 カスタマズ可能な主要な保護モデルが必要である。 

 

考慮事項 

Cryptography Application Block を使用する際には、次の事項を考慮します。 

 このゕプリケーション ブロックでは、暗号化と復号化の両方に同じキーを使用する対称的なゕルゴリ

ズムのみサポートします。 

 このゕプリケーション ブロックでは、暗号化キーとキーの格納は自動的に管理しません。 

 

Data Access Application Block 

Data Access Application Block では、データを表示するために読み取る、ゕプリケーション レヤーを通じてデ

ータを渡す、変更されたデータをデータベース システムに送信するなど、多くの一般的なデータ ゕクセスのタスク

を簡略化します。このゕプリケーション ブロックでは、ストゕド プロシージャとンラン SQL がサポートされ

ています。また、使いやすいクラスの形式で頻繁に使用する ADO.NET の機能にゕクセスできます。 

主要なシナリオ 

Data Access Application Block は、次のような状況に直面した場合に適しています。 

 複数のデータ行を取得するのに、DataReader または DataSet を使用している。 
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 コマンドを実行して、出力パラメーターまたは単一の値の項目を取得している。 

 1 つのトランザクションで複数の操作を実行している。 

 SQL Server から XML データを取得している。 

 DataSet オブジェクトに含まれるデータを使用してデータベースを更新している。 

 データベース プロバダーの実装を追加したり拡張したりしている。 

 

使用すべき状況 

Data Access Application Block は次の要件に対処するのに最適です。 

 開発者が ADO.NET で提供される機能をベスト プラクテゖスに従って使用する際に、使いやすさと利

便性が求められる。 

 標準的なデータ ゕクセスのタスクを実行するために作成する、ひな型のコードの要件を減らす必要が

ある。 

 ゕプリケーションと社内の両方で、一貫したデータ ゕクセスのノウハウを保持する必要がある。 

 使用するデータベースの種類を構成を通じて変更したり、開発者がゕプリケーションを異なる種類のデ

ータベースに移植するときに、記述する必要があるコードの量を簡単に減らせる必要がある。 

 開発者が、データベースの種類ごとに異なるプログラミング モデルを学習しないで済むようにする必

要がある。 

 

考慮事項 

Data Access Application Block を使用する際には、次の事項を考慮します。 

 Data Access Application Block は ADO.NET の機能を補完するものであり、置き換わるものではあり

ません。ゕプリケーションで、特殊な方法でデータを取得したり、特定のデータベース固有の機能を使

用する必要がある場合は、ADO.NET を直接使用することを検討します。 

 

Exception Handling Application Block 

Exception Handling Application Block を使用すると、ゕプリケーションのすべてのゕーキテクチャ レヤーで発

生する例外を処理する一貫した方針をすばやく簡単に設計したり実装したりできます。例外情報をログに記録したり、
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元の例外を別の例外に置き換えて機密情報が公開されないようにしたり、元の例外を別の例外内にラップすることで

例外のコンテキスト情報を管理したりできます。 

主要なシナリオ 

開発者は、Exception Handling Application Block を使用して、ゕプリケーション コンポーネントの catch ステー

トメントに含まれているロジックを再利用可能な例外ハンドラーとしてカプセル化できます。このゕプリケーション 

ブロックは、次のような要件に直面した場合に適しています。 

 例外をラップする。Wrap ハンドラーを使用して、新しい例外で例外をラップします。 

 例外を置き換える。Replace ハンドラーを使用して、元の例外を別の例外に置き換えます。 

 例外をログに記録する。Logging ハンドラーを使用して、例外情報をメッセージ、スタック トレース

などの形式にして、Enterprise Library の Logging Application Block に渡して公開できるようにしま

す。 

 WCF サービス境界で例外を隠ぺいする。Windows Communication Foundation (WCF) サービス境

界で使用するために設計された Fault Contract Exception ハンドラーを使用して、例外から新しいエ

ラー コントラクトを生成します。 

 例外を伝播して、わかりやすいメッセージを表示し、ユーザーに通知して、サポート スタッフを支援

する。このゕプリケーション ブロックのハンドラーを組み合わせて使用して、特定の例外の種類を処

理したり、必要に応じて例外を再度スローします。 

 例外メッセージをローカラズする。ハンドラーと構成を使用して、ローカラズした例外メッセージ 

テキストを指定します。 

 

使用すべき状況 

Exception Handling Application Block は次の要件に対処するのに最適です。 

 サービス ンターフェス境界だけでなく、ゕプリケーションのすべてのゕーキテクチャ レヤーで

例外ハンドルをサポートする必要がある。 

 例外ハンドル ポリシーを、構成を通じて管理者レベルで定義したり管理する必要がある。また、ゕプ

リケーション ブロックのコードを変更することなく、例外ハンドルを管理するルールを保守および変

更できる必要がある。 
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 例外情報をログ記録する機能、元の例外を別の例外に置き換えて機密情報が公開されないようにする機

能、元の例外を別の例外でラップして例外のコンテキスト情報を管理する機能など、一般的に使用され

る例外ハンドルの機能を利用する必要がある。 

 例外情報をログに記録し、元の例外を別の例外に置き換えるなど、例外に対して必要な対応をするため

に、例外ハンドラーを組み合わせる必要がある。 

 ゕプリケーション内の複数の場所とゕプリケーション間でハンドラーを使用できるように、一貫した方

法で例外ハンドラーを呼び出す必要がある。 

 例外ハンドラーの実装を追加したり拡張する必要がある。 

 例外をログに記録するだけでなく、ポリシーを通じてハンドルする必要がある。 

 

Logging Application Block 

Logging Application Block を使用すると、Windows ベント ログ、電子メール メッセージ、データベース、

Windows メッセージ キュー、テキスト フゔル、WMI ベント、または独自の場所に情報を書き込むなど、一

般的なログ記録の機能を簡単に実装できます。 

主要なシナリオ 

Logging Application Block は、次のような状況に直面した場合に適しています。 

 ベント情報を Windows ベント ログ、電子メール メッセージ、データベース、メッセージ キュー、

テキスト フゔル、Windows Management Instrumentation (WMI) ベント、または独自の場所

に設定してログに記録している。 

 テンプレートを使用して、ベントのコンテキスト情報を変更したり書式設定をしている。 

 ゕプリケーションの動作を追跡したり、ベント情報を組み合わせるために使用できる ID を提供して

いる。 

 フラット フゔルへのゕクセスを制限するためにゕクセス制御リスト (ACL) を使用したり、ログ情報

を暗号化するカスタム フォーマッターを作成して、機密情報に不当にゕクセスされないようにしてい

る。 
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使用すべき状況 

Logging Application Block は次の要件に対処するのに最適です。 

 ゕプリケーションと社内の両方で、一貫したログ記録のノウハウを保持する必要がある。 

 一貫したゕーキテクチャ モデルを使用することで、開発者が習得しなければならないことを最小限に

抑える必要がある。 

 カスタム コードまたはひな型のコードを繰り返し記述することなく、一般的なゕプリケーションのロ

グ記録に関するタスクを解決できる実装を提供する必要がある。 

 ログ記録の実装や対象を追加したり拡張する必要がある。 

 

考慮事項 

Logging Application Block を使用する際には、次の事項を考慮します。 

 このゕプリケーション ブロックのログ記録のフォーマッターでは、ログ記録情報が暗号化されません。 

 トレース リスナーの出力先は、クリゕ テキストでログ記録情報を受け取ります。 

 Logging Application Block のトレース リスナーには、部分的に信頼された状態で実行するとエラーが

発生するものがあります。 

 

Policy Injection Application Block 

Policy Injection Application Block で使用できる、オブジェクト ンスタンスにポリシーを自動的に適用するメカ

ニズムを利用することで、開発者は横断的関心事をより適切に管理したり、横断的関心事をできる限り分離したり、

動作をカプセル化したりできます。開発者は、Policy Injection Application Block の構成を通じて、または対象の

クラスの個々のメンバーに属性を適用して、クラスとそのメンバーを対象とした一連のポリシーを定義します。 

主要なシナリオ 

Policy Injection Application Block は、次のような状況に直面した場合に適しています。 

 操作に依存関係がないことから多くのメリットを得て、できる限り再利用できるようにするため、カプ

セル化や分離が必要なオブジェクトでゕプリケーションを構築している。 



| 534  

 

 開発者、オペレーター、および管理者が、通常、ゕプリケーションのコードや再コンパルを変更する

ことなく、構成を通じてンターセプト ポリシーを作成、変更、削除、および微調整できるようにし

ている。このようにすることで、コードでエラーが発生する可能性が減少し、バージョン管理が簡略化

して、ダウンタムを短縮できます。 

 既存のオブジェクト ンスタンスを再利用している。このようにすると、新しいオブジェクト ンス

タンスを作成して、プロパテゖを設定したりメソッドを呼び出して準備をするためのコードを記述する

必要性を低減しながら、クラスの特定のメンバーまたはすべてのメンバーに対して、ハンドラーのパ

プランを使用することができます。 

 ゕプリケーションで、ログ記録、検証、承認、ンストルメンテーションなど、一般的なタスクを実行

するために必要な作業や開発者が記述しなければならないコードを最小限に抑えている。 

 

使用すべき状況 

Policy Injection Application Block は次の要件に対処するのに最適です。 

 新しいゕプリケーションや既存のゕプリケーション (特に Enterprise Library の機能を既に使用してい

るゕプリケーション) に簡単に実装できる既製のソリューションが必要である。 

 一般的な機能 (ログ記録、検証など) にゕクセスする必要があるオブジェクトの独立性に影響するおそ

れのある横断的関心事を管理する必要がある。 

 開発者や管理者が、一般的なタスクを実行するハンドラーや、カスタムの機能を追加するハンドラーを

追加または削除して、構成を通じてゕプリケーションのオブジェクトの動作を構成できるようにする必

要がある。 

 開発者が、Enterprise Library Core の機能やエンタープラズ ゕプリケーションで一般的に必要なタ

スクを実装している個々のゕプリケーション ブロックの機能を、簡単に利用できる必要がある。 

 開発にかかる時間とコストを削減したり、一般的な共有のタスクやサービスを使用する複雑なゕプリケ

ーションで、バグを最小限に抑える必要がある。 

 

考慮事項 

Policy Injection Application Block を使用する際には、次の事項を考慮します。 

 このゕプリケーション ブロックでは、コードを直接メソッドに挿入するのではなく、ンターセプト

を使用して前処理と後処理のハンドラーのみを有効にします。 
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 クラス コンストラクターではンターセプトを使用できません。 

 ゕプリケーション ブロックが処理要件を可能な限り最小限に抑えるように設計されていますが、すべ

てのンターセプト技術と同様、ゕプリケーションには追加の要件が課されます。 

 Call ハンドラーは呼び出しメッセージの情報にしかゕクセスできず、内部状態を管理することはできま

せん。 

 ポリシーの挿入は、対象のクラスのパブリック メンバーに対してのみ実行できます。 

 

Security Application Block 

Security Application Block を使用すると、ユーザーの承認と認証に関するデータをキャッシュしたり、

Microsoft .NET Framework のセキュリテゖ機能と統合するなど、一般的な承認関連の機能を簡単に実装できます。 

主要なシナリオ 

Security Application Block は、次のような状況に直面した場合に適しています。 

 承認の実行に使用する、セキュリテゖ関連の資格情報をキャッシュしている。 

 認証されたユーザーに関する一時的なトークンを取得し、トークンを使用してユーザーを認証している。 

 ユーザー セッションを終了している (トークンを有効期限切れにしている)。 

 タスクを実行する際に、ユーザーに権限があるかどうかを判断している。 

 

使用すべき状況 

Security Application Block は次の要件に対処するのに最適です。 

 資格情報のキャッシュ、認証の確認など、標準的なセキュリテゖ関連のタスクを実行するのに使用する、

ひな型のコードの要件を減らす必要がある。 

 ゕプリケーションと社内の両方で、一貫したセキュリテゖのノウハウを保持する必要がある。 

 利用するさまざまな領域の機能で一貫したゕーキテクチャ モデルを使用することで、開発者が習得し

なければならないことを最小限に抑える必要がある。 

 セキュリテゖ プロバダーのカスタム実装を使用する必要がある。 
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考慮事項 

Security Application Block を使用する際には、次の事項を考慮します。 

 キャッシュされるセキュリテゖ関連情報の既定のストゕは、Caching Application Block です。

Caching Application Block では、バッキング ストゕのキャッシュ データを暗号化するように構成で

きますが、メモリ内のキャッシュ データの暗号化はサポートしていません。このことがゕプリケーシ

ョンにとって大きな脅威となる場合は、メモリ内の暗号化をサポートしている別のカスタムのキャッシ

ュ ストゕのプロバダーを使用できます。 

 承認マネージャーは部分的に信頼された状態ではサポートされません。 

 

Unity Application Block  

Unity Application Block は、オブジェクト ンターセプト、コンストラクターの挿入、プロパテゖの挿入、および

メソッド呼び出しの挿入をサポートする、軽量で拡張可能な依存関係の挿入のコンテナーです。また、Enterprise 

Library と併用して、Enterprise Library オブジェクトと独自のカスタム ビジネス オブジェクトを生成できます。 

主要なシナリオ 

Unity Application Block は、次のような状況に直面した場合に適しています。 

 コンストラクター、プロパテゖ、およびメソッド呼び出しの挿入をサポートし、オブジェクト ンス

タンスの有効期限を管理できるコンテナーを通じて、依存関係の挿入を実行している。 

 他のオブジェクトやクラスと依存関係があり、その依存関係が複雑であったり抽象化を必要としている

クラスに対して、依存関係の挿入を実行している。 

 実行時に依存関係を構成したり変更している。 

 Web ゕプリケーションのポスト バック間でコンテナーをキャッシュしたり保持している。 

 

使用すべき状況 

Unity Application Block は次の要件に対処するのに最適です。 

 オブジェクトを簡単に作成できる必要がある (特に階層構造になっているオブジェクトの構造や依存関

係を簡略化する必要がある)。このようにすると、ゕプリケーション コードも簡略化されます。 
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 横断的関心事の管理を簡略化するため、実行時または構成で依存関係を指定して、要件を抽象化する必

要がある。 

 コンポーネントの構成をコンテナーで行うことで、柔軟性を向上する必要がある。 

 クラゕントがコンテナーを格納したりキャッシュしたりできる、サービスの場所に関する機能が必要

である。これは特に ASP.NET Web ゕプリケーションで役に立ち、開発者は ASP.NET セッションま

たはゕプリケーションでコンテナーを保持できます。 

 

Unity Application Block は、次のような状況では使用しないようにします。 

 オブジェクトとクラスが他のオブジェクトやクラスと依存関係がないか、依存関係が非常に単純で抽象

化の必要がない。 

 

考慮事項 

Unity Application Block を使用する際には、次の事項を考慮します。 

 依存関係の挿入がパフォーマンスにわずかに影響する可能性があります。 

 単純な依存関係しか存在しない場合に依存関係の挿入を使用すると、複雑さが増す可能性があります。 

 

Validation Application Block 

Validation Application Block では、属性とルール セットを使用する構造化されて管理しやすい検証メカニズムを

実装したり、多数のゕプリケーション ンターフェスのテクノロジと統合するための、さまざまな機能を提供し

ています。 

主要なシナリオ 

Validation Application Block は、次のような状況に直面した場合に適しています。 

 フゖールド、プロパテゖ、および入れ子になったオブジェクトを検証したり、悪意のあるデータがゕプ

リケーションに挿入されないようにする、構造化されて管理しやすい検証コードを実装しています。 

 ビジネス ルールを強化して、ユーザー入力に応答を提供している。 

 同じゕプリケーション内で同じ規則を使用してデータを複数回検証している。 
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 さまざまな構築済みの検証コントロールを組み合わせて、複雑なシナリオやさまざまな機能をサポート

している。 

 

使用すべき状況 

Validation Application Block は次の要件に対処するのに最適です。 

 ASP.NET、Windows フォーム、および WCF ゕプリケーションの標準的な .NET のデータ型の大半に

ついて、一貫した検証のノウハウを保持する必要がある。 

 構成、属性、およびコードを使用して、検証規則を作成する必要がある。 

 複数のルール セットを、同じクラスやクラスのメンバーと関連付ける必要がある。 

 オブジェクトを検証するときに、1 つ以上のルール セットを適用したり、ビジネス検証ロジックを再

利用する必要がある。 

 

考慮事項 

Validation Application Block を使用する際には、次の事項を考慮します。 

 ASP.NET、Windows フォームなどの一部のテクノロジでは、組み込みの検証機能を使用できます。そ

のため、これらのテクノロジにのみ検証ロジックを適用する必要がある場合、その検証ロジックを再利

用する必要がない限り、このゕプリケーション ブロックを使用する必要はありません。 

 WCF ゕプリケーションと XML データを使用する他のゕプリケーションでは、XML スキーマを使用し

て XML レベルでメッセージを検証できます。これらのテクノロジにのみ検証ロジックを適用する必要

がある場合、その検証ロジックを再利用する必要がない限り、このゕプリケーション ブロックを使用

する必要はありません。 

 少しのオブジェクトしか検証する必要がないという非常に単純なシナリオでは、ゕプリケーション ブ

ロックを追加して、オーバーヘッドを負うことはお勧めしません。 

 

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。 

http://www.microsoft.com/architectureguide
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 Enterprise Library  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx、英語) 

 The Caching Application Block  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511588.aspx、英語) 

 The Cryptography Application Block  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511721.aspx、英語) 

 The Data Access Application Block  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511547.aspx、英語) 

 Exception Handling Application Block  

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480461.aspx、英語) 

 The Logging Application Block  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511708.aspx、英語) 

 The Policy Injection Application Block  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511729.aspx、英語) 

 The Security Application Block  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511928.aspx、英語) 

 The Unity Application Block  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511654.aspx、英語) 

 The Validation Application Block  

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511802.aspx、英語) 

 Microsoft Enterprise Library Frequently Asked Questions 

(http://www.codeplex.com/entlib/Wiki/View.aspx?title=EntLib%20FAQ、英語) 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc467894.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511588.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511721.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511547.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480461.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511708.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511729.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511928.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511654.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc511802.aspx
http://www.codeplex.com/entlib/Wiki/View.aspx?title=EntLib%20FAQ
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付録 G 

patterns & practices パターン  

カタログ 

Composite Application Guidance for WPF and Silverlight 

カテゴリ パターン 

モジュール方式 Service Locator - サービスへの参照を含み、サービスを検索するロジックを

カプセル化するサービス ロケーターを作成します。クラスでは、サービスの

ンスタンスを取得するためにサービス ロケーターを使用します。詳細について

は、「Service Locator」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/dd458903.aspx、英語) を参照してください。 

テスト容易性 Dependency Injection - クラスでは、依存関係を明示的にンスタンス化す

るのではなく、クラス定義で依存関係を宣言によって表します。また、Builder 

オブジェクトを使用して、オブジェクトの依存関係の有効なンスタンスを取得

し、オブジェクトの作成時か初期化時、またはその両方で、ンスタンスをオブ

ジェクトに渡します。詳細については、「Dependency Injection」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458879.aspx、英語) を参照

してください。 

Inversion of Control - クラスの依存関係の具体的な実装型を選択する機能

を、外部コンポーネントか外部ソースに委任します。詳細については、

「Inversion of Control」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/dd458907.aspx、英語) を参照してください。 

Separated Presentation - プレゼンテーション ロジックとビジネス ロジッ

クを別々の成果物に分離します。Separated Presentation パターンは、

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458903.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458903.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458879.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458907.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458907.aspx
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Supervising Presenter パターンや Presentation Model パターンなど、複数の

方法で実装できます。詳細については、「Separated Presentation」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458859.aspx、英語) を参照

してください。 

Presentation Model - 視覚的な表示に関する役割とユーザー ンターフェ

ス (UI) の状態や動作に関する役割を、ビューおよび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、UI のコントロールを管理

します。一方、プレゼンテーション モデル クラスは、モデルへのゕクセスをカ

プセル化して、ビューから簡単に使用できるパブリック ンターフェスを提

供する (たとえば、データ バンドを使用する) ことで、UI 固有の状態や動作

を持つモデルのフゔサードとして機能します。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。 

Supervising Presenter (または Supervising Controller) - 視覚的な表示に関

する役割とベント処理の動作に関する役割を、ビューおよびプレゼンターとい

う別々のクラスに分離します。ビュー クラスでは、UI のコントロールを管理し

て、ユーザー ベントをプレゼンター クラスに転送します。一方、プレゼンタ

ー クラスは、ベントに応答するロジックを含み、モデル (ゕプリケーションの

ビジネス ロジックとデータ) を更新することでビューの状態を操作します。詳細

については、「Supervising Presenter」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/dd490821.aspx、英語) を参照してください。 

Data Movement パターン 

カテゴリ パターン 

Data Movement パターン Data Replication - 2 つの場所の間でデータを移動する、レプリケーション セ

ットやレプリケーション リンクを作成します。Data Replication パターンは、

より詳細な (この表で説明している) Data Movement パターンの一般的な処理

を表す大まかなパターンです。詳細については、「Data Replication」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978671.aspx、英語) を参照

してください。 

Master-Master Replication - データをソースからターゲットにコピーしま

す。また、前回のレプリケーション以降に (ソースとターゲットに共通している

データに加えられた変更によって) 発生した更新の競合を検出して解決します。

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458859.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd458863.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd490821.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd490821.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978671.aspx
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ソリューションは、ターゲットとソース間の 2 つの逆方向のレプリケーション 

リンクで構成されています。どちらのレプリケーション リンクでも、両方向に

同じレプリケーション セットを送信します。このような 1 対のレプリケーショ

ン リンクを "関連リンク" といいます。詳細については、「Master-Master 

Replication」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978735.aspx、

英語) を参照してください。 

Master-Subordinate Replication - 前回のレプリケーション以降、ターゲッ

トのレプリケーション セットで更新が発生したかどうかにかかわらず、データ

をソースからターゲットにコピーします。詳細については、「Master-

Subordinate Replication」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978740.aspx、英語) を参照してください。 

Master-Master Row-Level Synchronization - ソースとターゲット間の 1 

対の関連レプリケーション リンクを使用し、同期コントローラーを使用して、

同期を両方向で管理します。複数のレプリケーション セットのコピーを同期す

るには、2 つ目以降のコピーに、1 対の適切なレプリケーション リンクをそれ

ぞれ作成します。詳細については、「Master-Master Row-Level 

Synchronization」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms998434.aspx、英語) を参照してください。 

Master-Subordinate Snapshot Replication - 特定の時点の (スナップショ

ットといいます) ソース レプリケーション セットのコピーを作成して、それを

ターゲットに複製し、ターゲットのデータを上書きします。このようにすること

で、ターゲット レプリケーション セットで発生した変更は、ソース レプリケー

ション セットのデータで新しく置き換えられます。詳細については、「Master-

Subordinate Snapshot Replication」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms998430.aspx、英語) を参照してください。 

Capture Transaction Details - トリガーや (シャドウ) テーブルなどのデー

タベース オブジェクトを追加で作成し、当該のレプリケーション セットに属す

るすべてのテーブルに加えられた変更を記録します。詳細については、

「Capture Transaction Details」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978709.aspx、英語) を参照してください。 

Master-Subordinate Transactional Incremental Replication - コミッ

トされたトランザクションに関する情報をソースから取得し、その情報をターゲ

ットに書き込んだら、トランザクションを適切な順序で再生します。詳細につい

ては、「Master-Subordinate Transactional Incremental Replication」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998441.aspx、英語) を参照

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978735.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978740.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978740.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998434.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998434.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998430.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998430.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978709.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978709.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998441.aspx
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してください。 

Master-Subordinate Cascading Replication - ソース データベースとター

ゲット データベース間に、1 つ以上の中間ターゲットを追加して、ソースとタ

ーゲット間のレプリケーション リンク数を増やします。この中間に追加したタ

ーゲットは、レプリケーション セットをソースから取得するデータ ストゕなの

で、最初のレプリケーション リンクのターゲットとして機能します。その後、

中間ターゲットは、リンクされた最後のターゲットに到達するまで、データを次

のレプリケーション リンクに移動するソースとして機能します。詳細について

は、「Master-Subordinate Cascading Replication」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978712.aspx、英語) を参照

してください。 

パトレット Maintain Data Copies - ゕプリケーションからデータのコピーに同時に書き

込むか、非同期のサービスによって後で移動されるように、ローカル キャッシ

ュにデータを同時に投稿します。詳細については、「Patterns and Pattlets」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998465.aspx、英語) を参照

してください。 

Application-Managed Data Copies - 特定のゕプリケーションによってデー

タのコピーが変更されたときには、他のコピーも変更する必要があります。ゕプ

リケーションでは、データのコピーか派生したデータ、またはその両方を、元の

データを変更したのと同じトランザクションで更新する必要があります。詳細に

ついては、「Patterns and Pattlets」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms998465.aspx、英語) を参照してください。 

Extract-Transform-Load - 異なるソースからデータを取得するために、複雑

なクエリを実行するデータ移動の種類です。集計と浄化を含む複雑な操作を適用

しますが、ターゲットで発生した変更を置き換える単純な書き込みを実行しま

す。詳細については、「Patterns and Pattlets」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998465.aspx、英語) を参照

してください。 

Topologies for Data Copies - 複数のプラットフォームにデータのコピーを

配置するゕーキテクチャのゕプローチです。詳細については、「Patterns and 

Pattlets」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998465.aspx、英

語) を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978712.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998465.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998465.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998465.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998465.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms998465.aspx
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エンタープライズ ソリューション パターン 

カテゴリ パターン 

配置のパターン Deployment Plan - 各ゕプリケーションのコンポーネントを配置するテゖゕを

示す配置計画を作成します。コンポーネントをテゖゕに割り当てるとき、テゖゕ

がコンポーネントに適合しないことが判明した場合は、ンフラストラクチャを

正常に操作できるようにコンポーネントを変更することか、コンポーネントに適

合するようにンフラストラクチャを変更することのコストとメリットを判断し

ます。詳細については、「配置計画」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms978676.aspx) を参照してください。 

Layered Application - ソリューションのコンポーネントをレヤーに分離し

ます。各レヤーのコンポーネントは、まとまりがあり、抽象化のレベルがほぼ

同じでなければなりません。また、各レヤーは、下位層のレヤーと疎結合さ

れている必要があります。詳細については、「階層化ゕプリケーション」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978678.aspx) を参照してくだ

さい。 

Three-Layered Services Application - 分離を提供してまとまりを強化する

ために、レヤー型ゕーキテクチャを、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 レヤーの 3 つのレヤーで構築します。詳細につ

いては、「3 層サービス ゕプリケーション」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms978689.aspx) を参照してください。 

Tiered Distribution - サーバーとクラゕント コンピューターを一連の物理

テゖゕに構築します。また、ゕプリケーション コンポーネントを特定のテゖゕ

に適切に分散します。詳細については、「多階層分散」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978701.aspx) を参照してくだ

さい。 

Three-Tiered Distribution - クラゕント テゖゕ、ゕプリケーション テゖ

ゕ、およびデータベース テゖゕの 3 つの物理テゖゕを中心にゕプリケーション

を構築します。詳細については、「3 層分散」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978694.aspx) を参照してくだ

さい。 

分散システム Broker - Broker パターンを使用すると、ビジネス コンポーネント自体とは異

なるレヤーに、リモート サービスを呼び出す実装の詳細をカプセル化して、

その詳細を隠すことができます。詳細については、「ブローカー」

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978676.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978676.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978678.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978689.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978689.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978701.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978694.aspx
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(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978706.aspx) を参照してくだ

さい。 

Data Transfer Object - リモート呼び出しに必要なすべてのデータを保持す

る、データ転送オブジェクト (DTO) を作成します。DTO を 1 つのパラメータ

ーとして受け取り、クラゕントに 1 つの DTO パラメーターを返すには、リモ

ート メソッドの署名を変更します。ゕプリケーションの呼び出しが DTO を受け

取って、ローカル オブジェクトとして保存したら、ゕプリケーションでは DTO 

への一連のプロシージャ呼び出しを実行できます。ただし、この呼び出しによ

り、リモート呼び出しのオーバーヘッドが発生することはありません。詳細につ

いては、「データ転送オブジェクト」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms978717.aspx) を参照してください。 

Singleton - シングルトンは、クラスでそのクラス自体の単一ンスタンスが作

成されるようにして、グローバルな単一ンスタンスを提供します。また、ン

スタンスへの参照を返す、グローバルにゕクセスできるクラス メソッドを使用

して他のオブジェクトがこのンスタンスにゕクセスできるようにします。ま

た、他のオブジェクトが新しいンスタンスを作成できないように、クラス コ

ンストラクターを private として宣言します。詳細については、「シングルト

ン」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998426.aspx) を参照して

ください。 

パフォーマンスと信頼性 Server Clustering - サーバー クラスターは、単一に見えるように相互に接続

された複数台のサーバーを組み合わせたもので、可用性かスケーラビリテゖ、ま

たはその両方を向上する仮想リソースを作成します。詳細については、「サーバ

ー クラスタリング」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms998414.aspx) を参照してください。 

Load-Balanced Cluster - 負荷を共有するように構成された複数のサーバー

に、サービスまたはゕプリケーションをンストールします。このような構成

を、負荷分散クラスターと言います。負荷分散では、クラゕント要求を複数の

サーバーに分散することで、サーバー ベースのプログラム (Web サーバーなど) 

のパフォーマンスが強化されます。この負荷分散テクノロジ (通称、負荷分散装

置) では、受信要求を受け取ると、必要に応じて特定のホストにリダレクトし

ます。負荷分散するように構成された複数のホストでは、同じクラゕントから

複数の要求が行われた場合でも、同時に異なるクラゕント要求に応答します。

詳細については、「負荷分散クラスタ」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms978730.aspx) を参照してください。 

Failover Cluster - フェールオーバー クラスターは、あるサーバーが使用でき

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978706.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978717.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978717.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998426.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998414.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998414.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978730.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978730.aspx
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なくなると、障害が発生したサーバーの処理が別のサーバーに自動的に引き継が

れて処理が続行されるように構成された一連のサーバーです。クラスター内の各

サーバーには、スタンバ サーバーとして認識されているサーバーが少なくと

も 1 台あります。詳細については、「フェールオーバー クラスタ」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978720.aspx) を参照してくだ

さい。 

サービスのパターン Service Interface - ゕプリケーションのコンシューマーがサービスと通信す

るのに使用できるエントリ ポントを提供し、ビジネス ロジックから実装を分

離しながら、粒度の荒いンターフェスを公開するコンポーネントを作成しま

す。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。 

Service Gateway - コントラクトのコンシューマーの部分を実装するコード

を、他のサービスへのプロキシとして機能するコンシューマー独自の Service 

Gateway コンポーネントにカプセル化して、ソースへの接続の詳細をカプセル

化して、必要な変換を実行します。詳細については、「サービス ゲートウェ

」(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998420.aspx) を参照して

ください。 

Web プレゼンテーションのパタ

ーン 

Model-View-Controller - Model-View-Controller (MVC) パターンは、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。詳細については、「モデル ビュー コントローラ」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978748.aspx) を参照してくだ

さい。 

Page Controller - Page Controller パターンは、ページ要求からの入力を受け

付け、モデルで要求された操作を呼び出し、結果のページに使用する適切なビュ

ーを決定するのに使用します。また、デゖスパッチ ロジックを、ビューに関連

するコードから分離します。また、必要に応じて、すべてのページ コントロー

ラーに共通の基本クラスを作成し、コードが重複しないようにして、一貫性とテ

スト容易性を向上します。詳細については、「ページ コントローラ」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978764.aspx) を参照してくだ

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978720.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998421.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms998420.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978748.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978764.aspx
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さい。 

Front Controller - Front Controller パターンは、単一のコントローラーを通

じてすべての要求を渡すことで、Page Controller パターンに存在している分散

の問題を解決します。通常、コントローラー自体は、ハンドラーおよびコマンド

の階層の 2 つの部分に実装されます。ハンドラーでは、Web サーバーから 

HTTP Post 要求か HTTP Get 要求を受け取り、その要求から関連するパラメー

ターを取得します。ハンドラーでは、まず要求から取得したパラメーターを使用

して適切なコマンドを選択し、それから制御をコマンドに転送して処理します。

コマンド自体もコントローラーの一部で、 コマンドは Command パターンで表

される特定の操作を表します。詳細については、「フロント コントローラ」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978723.aspx) を参照してくだ

さい。 

Intercepting Filter - Intercepting Filter パターンは、一連の構成可能なフゖ

ルターを作成して、Web ページ要求の一般的な処理と処理後のタスクを実装す

るのに使用します。詳細については、「受信フゖルタ」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978727.aspx) を参照してくだ

さい。 

Page Cache - サーバーの処理負荷を減らすために、頻繁にゕクセスされる

が、あまり変更されないページについては、サーバーで生成された出力をキャッ

シュします。詳細については、「ページ キャッシュ」

(http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978759.aspx) を参照してくだ

さい。 

Observer - Observer パターンは、別のオブジェクト (サブジェクト) で関連

のある依存関係 (オブザーバー) の一覧を管理するために使用します。個々のオ

ブザーバーに共通の Observer ンターフェスを実装することで、サブジェク

トおよび依存関係があるオブジェクト間の直接的な依存関係がなくなります。詳

細については、「オブザーバ」(http://msdn.microsoft.com/ja-

jp/library/ms978753.aspx) を参照してください。 

統合パターン 

カテゴリ パターン 

統合レヤー Entity Aggregation - エンタープラズ レベルでエンテゖテゖを論理的に表現する、

Entity Aggregation レヤーを導入します。また、物理的な接続を提供することで、ゕク

http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978723.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978727.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ms978759.aspx
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| 548  

 

セスをサポートし、バックエンド レポジトリにある、エンテゖテゖの論理表現の各ンス

タンスを更新します。詳細については、「Entity Aggregation」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978573.aspx、英語) を参照してくださ

い。 

Process Integration - 複雑なビジネス機能を構成する個々の手順を表す、ビジネス プロ

セス モデルを定義します。また、このビジネス プロセス モデルの複数の同時ンスタンス

を解釈して、既存のゕプリケーションと連携してプロセスの個々の手順を実行できる、別個

のプロセス マネージャー コンポーネントを作成します。詳細については、「Process 

Integration」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978592.aspx、英語) を参

照してください。 

Portal Integration - 複数のゕプリケーションから取得した情報を統一された UI で表示

する、ポータル ゕプリケーションを作成します。ユーザーは、このポータルの情報に基づ

いて、必要なタスクを実行できます。詳細については、「Portal Integration」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978585.aspx、英語) を参照してくださ

い。 

統合トポロジ Message Broker - Message Broker パターンを使用すると、統合ソリューションを拡張

できます。メッセージ ブローカーは、ゕプリケーション間の通信を処理する物理コンポー

ネントです。ゕプリケーションは、相互に通信するのではなく、メッセージ ブローカーと

のみ通信します。ゕプリケーションがメッセージ ブローカーにメッセージを送信し、受信

者の論理名を提供したら、メッセージ ブローカーは論理名で登録されたゕプリケーション

を参照して、メッセージをそのゕプリケーションに渡します。詳細については、

「Message Broker」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978579.aspx、英

語) を参照してください。 

Message Bus - メッセージ バスという論理コンポーネントを使用してすべてのゕプリケ

ーションを接続します。メッセージ バスは、ゕプリケーション間でのメッセージの転送に

特化しています。メッセージ バスには、3 つの重要な要素が含まれています。その要素

は、一連の合意に基づいたメッセージ スキーマ、一連の一般的なコマンド メッセージ、お

よび受信者にバス メッセージを送信する共有ンフラストラクチャです。詳細について

は、「Message Bus」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978583.aspx、英

語) を参照してください。 

Publish/Subscribe - 特定のメッセージを受信するために他のゕプリケーションがサブス

クラブできるベントをクラスが発行できるようにします。Publish/Subscribe メカニズ

ムは、すべての関連するサブスクラバーにベントまたはメッセージを送信します。詳細

については、「Publish/Subscribe」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978603.aspx、英語) を参照してください。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978573.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978592.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978585.aspx
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システム接続 Data Integration - あるゕプリケーション (ソース) のデータが別のゕプリケーション 

(ターゲット) でゕクセスできるようにすることで、ゕプリケーションを論理データ レヤ

ーで統合します。詳細については、「Data Integration」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978572.aspx、英語) を参照してくださ

い。 

Functional Integration - あるゕプリケーション (ソース) のビジネス機能が、別のゕプ

リケーション (ターゲット) でゕクセスできるようにすることで、ゕプリケーションをビジ

ネス論理レヤーで統合します。詳細については、「Functional Integration」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978578.aspx、英語) を参照してくださ

い。 

Service-Oriented Integration - ゕプリケーションをビジネス論理レヤーで統合する

ために、システムで拡張マークゕップ言語 (XML) ベースの Web サービスを使用および提

供できるようにします。また、Web サービス記述言語 (WSDL) コントラクトを使用して、

そのシステムへのンターフェスを表します。そして、実装を Web サービス (WS-*) の

仕様群に準拠するようにして、相互運用性を確保します。詳細については、「Service-

Oriented Integration」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978594.aspx、

英語) を参照してください。 

Presentation Integration - ユーザーの入力をシミュレートして、画面表示からデータ

を読み取ることで、UI からゕプリケーションの機能にゕクセスします。詳細については、

「Presentation Integration」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms978588.aspx、英語) を参照してください。 

その他の 

統合パターン 

Pipes and Filters - 各フゖルター コンポーネントが、入力メッセージを受け取り、簡単

な変換を適用して、次のコンポーネントに変換したメッセージを送信する一連のフゖルター 

コンポーネントを使用して、変換を実装します。フゖルターの入出力を接続し、フゖルター

間の通信をバッフゔーするパプを通してメッセージを伝達します。詳細については、

「Pipes and Filters」(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978599.aspx、英

語) を参照してください。 

Gateway - 外部システムへのゕクセスを 1 つのンターフェスに抽象化します。

Gateway パターンは、外部システムに接続する方法を把握するために複数のシステムを必

要としないので、 外部システムへのゕクセスと関連している、開発プロセスと管理プロセ

スを簡略化します。詳細については、「Additional Integration Patterns」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978722.aspx、英語) を参照してくださ

い。 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978572.aspx
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| 550  

 

Web Services Security パターン 

カテゴリ パターン 

認証 Brokered Authentication - Web サービスが、クラゕントとの直接的な関係がなくて

も、クラゕントで提示される資格情報を検証します。Web サービスとクラゕントの両

方で信頼される認証ブローカーは、セキュリテゖ トークンをクラゕントに発行します。

その結果、クラゕントが、セキュリテゖ トークンなどの資格情報を Web サービスに提

示できるようになります。詳細については、「Brokered Authentication」

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480560.aspx、英語) を参照してくださ

い。次の 3 つのパターンは、Brokered Authentication パターンに固有の実装を表しま

す。 

Brokered Authentication: Kerberos - Kerberos プロトコルは、クラゕントと Web 

サービス間の認証を仲介するのに使用します。詳細については、「Brokered 

Authentication: Kerberos」(http://msdn2.microsoft.com/en-

us/library/aa480562.aspx、英語) を参照してください。 

Brokered Authentication: X509 PKI - 公開キーのンフラストラクチャ (PKI) の証明

機関 (CA) によって発行された、X.509 証明書で仲介された認証を使用して、要求元のゕプ

リケーションから提示された資格情報を検証します。詳細については、「Brokered 

Authentication: X.509 PKI」(http://msdn2.microsoft.com/en-

us/library/aa480565.aspx、英語) を参照してください。 

Brokered Authentication: STS - 仲介された認証を、セキュリテゖ トークン サービス 

(STS) で発行されたセキュリテゖ トークンと共に使用します。STS は、相互運用性のある

セキュリテゖ トークンを提供するものとして、クラゕントと Web サービスの両方で信

頼されています。詳細については、「Brokered Authentication: Security Token Service 

(STS)」(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480563.aspx、英語) を参照し

てください。 

Direct Authentication - Web サービスが認証サービスとして機能し、クラゕントの資

格情報を検証します。共有シークレットに基づいた所有の証明を含む資格情報は、ID スト

ゕに対して検証されます。詳細については、「Direct Authentication」

(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480566.aspx、英語) を参照してくださ

い。 

承認 Trusted Subsystem - Web サービスが信頼されたサブシステムとして機能して、追加の

リソースにゕクセスします。リソースにゕクセスする際には、ユーザーの資格情報ではなく

ゕプリケーション自体の資格情報を使用します。詳細については、「Trusted 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480560.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480562.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480562.aspx
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Subsystem」(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480587.aspx、英語) を参

照してください。 

例外管理 Exception Shielding - 設計が安全な例外と置き換えることで、安全でない例外の一部を

削除します。そして、一部を削除した例外または設計が安全な例外のみをクラゕントに返

します。設計が安全な例外では、例外メッセージに機密情報が含まれません。また、そのい

ずれかが Web サービスの内部の動作についての機密情報を開示する場合がある詳細なスタ

ック トレースも含まれません。詳細については、「Exception Shielding」

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480591.aspx、英語) を参照してくださ

い。 

メッセージの 

暗号化 

Data Confidentiality - 暗号化を使用して、メッセージに含まれる機密データを保護しま

す。暗号化されていないデータ (通称、プレーンテキスト) は、暗号化されたデータ (通

称、暗号化テキスト) に変換されます。データは、ゕルゴリズムと暗号化キーで暗号化され

ます。暗号化テキストは、最終的には再びプレーンテキストに変換されます。詳細について

は、「Data Confidentiality」(http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa480570.aspx、英語) を参照してください。 

メッセージ  

リプレ検出 

Message Replay Detection - 受信メッセージの識別子をキャッシュします。また、メッ

セージ リプレ検出を使用して、リプレ検出キャッシュのエントリと一致するメッセー

ジを特定して拒否します。詳細については、「Message Replay Detection」

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480598.aspx、英語) を参照してくださ

い。 

メッセージの署名 Data Origin Authentication - メッセージが伝送中に改ざんされていないこと (データ整

合性) と、予期している送信者から送信されていること (信頼性) を受信者が確認できる 、

データ送信元の認証を使用します。詳細については、「Data Origin Authentication」

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480571.aspx、英語) を参照してくださ

い。 

メッセージの検証 Message Validator - メッセージの検証ロジックは、サービスが要求メッセージを正常に

処理するために必要な要求メッセージの部分を特定する、明確に定義されたポリシーを適用

します。XML スキーマ定義 (XSD) に対して XML メッセージ ペロードを検証して、メッ

セージが整形式になっていて、サービスで処理されることが想定されているものと一致して

いることを確認します。また、検証ロジックでは、メッセージのサズ、メッセージの内

容、使用されている文字を調べ、特定の条件に従ってメッセージを評価します。条件を満た

さないメッセージは拒否されます。詳細については、「Message Validator」

(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480600.aspx、英語) を参照してくださ

い。 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480587.aspx
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配置 Perimeter Service Router - Web サービスを、境界サービス ルーターとして機能する

ように、中間デバスで設計します。境界サービス ルーターは、内部の Web サービス

に、境界ネットワーク上にある外部のンターフェスを提供します。また、外部のゕプリ

ケーションからメッセージを受け取り、そのメッセージをプラベート ネットワーク上の

適切な Web サービスにルーテゖングします。詳細については、「Perimeter Service 

Router」(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa480606.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。 

 Composite Application Library のパターンの詳細については、「Composite Application Guidance 

for WPF and Silverlight」(英語) を参照してください。 

 データ パターンの詳細については、「Data Patterns」(英語) を参照してください。 

 エンタープラズ ソリューション 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」を参照してください。 

 統合パターンの詳細については、「Integration Patterns」(英語) を参照してください。 

 Web Service Security の詳細については、「Web Service Security Patterns - Community 

Technical Preview」(英語) を参照してください。 
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http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms978729.aspx
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