
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、シナリオやア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、開発しているア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、各ア

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、ア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 つの基本的なアプリケーションの原型 (モバイル アプリケーション、リッチ ク

ライアント アプリケーション、リッチ インターネット アプリケーション (RIA)、および Web アプリケーショ

ン) で使用できるマイクロソフト 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、モバイル アプリケーションで使用するのに適しています。 

 Microsoft .NET Compact Framework: モバイル デバイス専用に設計された Microsoft .NET 

Framework のサブセットです。デバイスでスタンドアロン アプリケーションや不定期に接続する



アプリケーションとして実行する必要があるモバイル ア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: モバイル デバイス専用に設計された、ASP.NET のサブセットです。

ASP.NET for Mobile アプリケーションは、標準的な Web サーバーでホストできます。多数のモ

バイル デバイ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

イル Web ア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 クライアントのサブセットでは、Silverlight 

プラグインがモバイル デバイスにインストールされている必要があります。既存の Silverlight ア

プリケーションをモバイル デバイ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 インターフェイス (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 クライアント ア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、アプリケーションに多数のグラフ

ィックスを使用する UI やストリーミング メディアの 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 アプリケーションでは、

より高度なグラフィック機能がサポートされます。たとえば、2D と 3D のグラフィックス、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、タイムラインを含むアニ

メーション、ストリーミング配信されるオーディオとビデオ、ベクター ベースのグラフィックなど

です。WPF では、Extensible Application Markup Language (XAML) を使用して、UI、データ 

バインド、およびイベント定義を実装します。また、高度なデータ バインド機能とテンプレート機

能も用意されています。WPF アプリケーションは、デスクトップに配置したり、XAML ブラウザ

ー アプリケーション (XBAP) を使用してブラウザー内に配置したりできます。WPF アプリケーシ

ョンでは、開発者とデザイ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、

デザイ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 アプ

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

なクライアント 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 

ア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、インターフェイスのフォーカス、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 ア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 リソースへのアクセスには制限

があります。XBAP では、クライアント デスクトップに Windows Vista がインストールされてい

るか、.NET Framework 3.5 と XBAP ブラウザー プラグインの両方がイ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

ライアント 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 は軽量で短時間にインストールできますが、

3D グラフィックスとテキスト 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 グラフィックのサポートが不要な WPF ア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

イティ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。 

 

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 ア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 ア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 アプリケーションは Web サーバーに

のみインストールする必要があり、クライアント デスクトップにコンポーネントをインストールす

る必要はありません。 



 AJAX を使用する ASP.NET の Web フォーム: サーバーとクライアント間の要求を非同期に処理

して応答性を向上し、クライア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 ア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 アプリ

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、既存のアプリケーションに 

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) パターンに基づくア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 ア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ィングと完

全なカスタマイズ機能の両方がサポートされている、基幹業務 (LOB) スタイルのデータ ドリブン 

ア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 

.NET Compact Framework クライアント 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 でデザイナーがサポ

ートされます。 

通常は、デバイスの ROM にイン

デスクトップの Windows フォー

ム ア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 アプリケーシ

ョンよりもクライアント側で多く

のリソースを必要とします。 

ASP.NET for Mobile アプリケーシ

ョンよりも Web に配置するのが困

難です。 



ストールされます。 

ASP.NET for Mobile さまざまなデバイス (Web ブラウ

ザーを搭載している任意のデバイ

ス) がサポートされます。 

アプリケーションをインストール

する必要がないので、デバイスの

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。 

デザイ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 ではデザイナ

ーがサポートされなくなりました

が、コントロールは、デバイスで

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、多くのデバイスで HTML が

完全にサポートされているので、

標準的な ASP.NET アプリケーシ

ョンの方が適しています。 

Silverlight for Mobile 2D グラフィックス、ベクター グ

ラフィックス、アニメーションな

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。 

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。 

Web アプリケーションよりもデバ

イスのリソースを多く使用しま

す。 

デスクトップの Silverlight アプリ

ケーションをモバイルで実行する

場合は、メモリが少なく、ハード

ウェアの動作が遅いため、最適化

が必要になることがあります。 

Silverlight プラグインをインスト

ールする必要があります。 

プラグインのインストール要件に

より、Web アプリケーションほど

多くの種類のデバイスで実行でき

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 でデザイ

ナーがサポートされます。 

3D グラフィックス、ストリーミン

グ メディア、フロー可能なテキス

ト、または UI のスタイルや UI テ

ンプレートなどの WPF で使用でき



さまざまなクライアント ハードウ

ェアで、良いパフォーマンスを得

られます。 

る他の高度な UI 機能はサポートさ

れません。 

クライアントにインストールする

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 アプリケーシ

ョンに追加できます。 

完全な WPF ア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

グラフィックス ハードウェアが必

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 アプリケーション 2D と 3D のグラフィックスなどの

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 グラフィックス、フロー

可能なテキスト、およびアニメー

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

ィア (アダプティブ メディア スト

リーミング) がサポートされます。 

XAML を使用すると、UI、データ 

バインド、およびイベントが定義

しやすくなります。 

開発者とデザイナーの連携がサポ

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。 

UI の複雑さによっては、高性能な

グラフィックス ハードウェアが必

要になる場合があります。 

デザイン 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 アプリケーションを

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 アプリケーションや 

Windows フォーム アプリケーシ

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 プラグインがインストールさ

れているクライアントでしか機能

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、クライアン

トでのリソース アクセスがいくら

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 

Silverlight クライアント コンピューターへの簡易

インストールが可能です。 

メディア ストリーミング、2D グラフィ

ックス、ベクター グラフィックス、ア

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アプリケーション 

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。 

クライアント側の処理によって、Web 

ア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、ウィンドウな

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。 

Silverlight プラグインをクライアントにイ

ンストールする必要があります。 

デザイン 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 グラフィックスやフロ

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。 



Firefox や Safari など、さまざまなブラ

ウザーがサポートされます。 

AJAX を使用する 

Silverlight 

既存の AJAX ライブラリと Silverlight 

ア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インターフェイスを

提供するため、ユーザーのアプリケーシ

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。 

 

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。 

クライアントとの依存関係があり

ません。 

クライアントには何もインストー

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 でデザイナーがサポ

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 とダイナミック 

HTML (DHTML) しかサポートされ

ません。 

クライア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。 

クライアントで 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 アプリケーショ

ンに、Silverlight の豊富な視覚表

現と機能豊富な UI を追加できま

Silverlight プラグインをクライア

ントにインストールする必要があ

ります。 



す。 

完全な Silverlight アプリケーショ

ンへの移行戦略を提供します。 

デザイン 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。 

マークア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。 

ビュー ステートはサポートされま

せん。 

管理イベントはサポートされませ

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 サイトを作成でき

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 つの基本的なアプリケーションの原型 (モバイル アプリケーション、リッチ ク

ライアント アプリケーション、RIA、および Web アプリケーション) 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イダンスを提供します。 



モバイル アプリケーション 

モバイル ア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、次のガイドラインを

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。 

 不定期に接続するシナリオやオフライン シナリオをサポートする必要があるモバイル アプリケー

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イアント側で実行するモバイル アプリケーシ

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イスを対象にする必要

がある。 

 クライアントへのインストールまたはプラグインの依存関係を回避する必要があるアプリケーショ

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アプリケーションを構築している。 

 使用するデバイスのリソースをできる限り少なくするか、デバイ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。 

 モバイル Web ア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。 

 対象のデバイスでは、Silverlight プラグインに簡単にアクセスできるか、Silverlight プラグインが

既にイ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 クライアント ア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、次のガイ

ドラインを考慮します。 

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 ア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 アプリケーションを拡張または変更している。 

 リッチ メディアやア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 クライアント ア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。 

 XBAP を使用して Web に配置する必要があるリッチ クライアント ア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 アプリケーションが既にあり、高度なグラフィック、フロー可能なテキスト、

ストリーミング メディア、ア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 クライアント ア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 ア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、次のガイドラインを考慮します。 

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 メディア、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、ア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

必要なア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 イ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 ア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、次のガイドラインを考慮

します。 

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イアント コンピューターで実行できるようにする必要がある。 

 クライアントには何もインストールしないようにする必要がある。 

 機能豊富な UI やア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 ア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 アプリケーションを 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。 

 マークア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 ア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。 

 



関連情報 

Web リソースに簡単にアクセスするには、http://www.microsoft.com/architectureguide (英語) でオンライ

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 サイト 

(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。 
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