
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。 

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


 

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。 

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 .NET Framework 4 では、この機



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。 

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。 

 

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

サービス指向シナリオにしか適用

されません。 



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。 

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。 

 

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

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。 



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。 

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。 

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。 

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

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。 



できます。 

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。 

 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/


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

