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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。 



 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。 



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。 

 



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。 



 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



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。 



 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



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



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



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


 

 


