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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 1 

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 

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。 

 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 

 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 プロシージャーと動的 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。 

 

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。 

 "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。 

 

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。 

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。 

 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 プロシージャー 

以前は、ストゕド プロシージャーの方が動的 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 プロシージャーと (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 プロシージャーの使

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 プロシージャー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

ロシージャーと動的 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 プロシージャー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 プロシージャー内では動的 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 プロシージャーを設計する際には、次のガドランを考慮します。 

 プロシージャー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 プロシージャー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 プロシージャー内で動的 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 プロシージャー内で動的 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。 

 

ストアド プロシージャーと動的 SQL のどちらを使用するか 

ストゕド プロシージャーと動的 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 プロシージャーに実装された 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 プロシージャーと動的 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 プロシージャーの主なメリットは、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 プロシージャーの方が動的 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 

プロシージャーを使用すると、ストゕド プロシージャー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 プロシージャー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 プロシージャーと動的 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

ャー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 プロシージャーを使用した方が、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 プロシージャー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 プロシージャー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

シージャー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、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 プロシージャー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。 

 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)。 

 

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。 

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。 

 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。 

◦ 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 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。 

 

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。 

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 つのプロシージャー

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) 
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