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JAX-RSフレームワークは、RESTfulの原理を実装するアプリケーションやサービスを構築するためのAPIセットです。Plain Old Java Object
（POJO）をアノテーションによって修飾して、どこででも使用できるWeb
プロトコルであるHTTP経由でサービスやビジネス・ロジックの一部を公
開できる、単純でありながらも強力なプログラミング・モデルを提供しま
す。
JAX-RSは2008年、JCP仕様のJSR 311リリース1.0として標準化されま

した。また、Java EE 6仕様（JSR 316）の一部にもなりました。2013年に
JAX-RS 2.0（JSR 339）がリリースされました。JAX-RS 2.0は、Java EE 7仕
様（JSR 342）の不可欠な要素です。次のエディションであるJAX-RS 2.1
（JSR 370）の作業が現在進行中であり、Java EE 8プラットフォームの一部
としてリリースされる予定です。
広く普及しているJAX-RS実装として、Jersey（リファレンス実装）、
RESTEasy、Apache CXFなどがあります。これらの実装ではいずれも、基本
のJAX-RS仕様に準拠し、仕様をサポートしながら、さらに便
利な機能も追加されています。
本記事では、JAX-RS 2.0の最新機能に焦点を当てます。
JAX-RS 2.0の最新機能には、新規クライアントAPI、フィルタ、
インターセプタ、新しい例外処理方法、非同期プログラミン
グの拡張機能、その他多くの追加機能があります。

新規クライアントAPI
本格的なクライアントAPIが追加される前は、HTTP指向
の（REST）サービスと通信するために、開発者はサード・
パーティの実装に頼るか、JDKのHTTPUrlConnect ion 
APIを操作する必要がありました。新規クライアントAPI
（javax.ws.rs.clientパッケージ内）はかなりコンパクトで無
駄がなく、流れるようなAPIです。その一部のクラスとインタ

JAX-RS 2.0：良いものはすべて利用する
新規クライアントAPI、フィルタ、インターセプタ、その他の有用なREST機能

フェースについて紹介します。
ClientBuilderは、呼出しプロセスを開始するためのクラスであり、
buildメソッドや、オーバーロードされたnewClientメソッドがエントリ・
ポイントとなっています。Clientは、オーバーロードされたtargetメソッ
ドによってWebTargetインスタンスを作成するためのインタフェースで
す。WebTargetは、HTTPリクエスト呼出し用のURIエンドポイントを表し
たものです。WebTargetを使用して、クエリー、マトリックス、パス・パラ
メータなどのさまざまな属性を設定できます。WebTargetは、オーバー
ロードされたrequestメソッドを公開しており、これらのメソッドによって
Invocation.Builderのインスタンスを取得します。Invocation.Builderには、
さらにHTTPリクエストを構成して、ヘッダー、Cookie、キャッシュ管理な
どの属性や、メディア・タイプ、言語、エンコーディングなどのコンテンツ・
ネゴシエーション関連のパラメータを設定する機能があります。加えて、
ClientのbuildXXXメソッドのいずれかを使用して、Invocationオブジェク
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トのインスタンスを取得します。InvocationのインスタンスはHTTPリクエ
ストをカプセル化したものであり、オーバーロードされたinvokeメソッド
を使用して同期リクエストを、submitメソッドを使用して非同期リクエス
トをそれぞれ送信できます。図1に、この一連の流れを示します。
例を見てみましょう。

Client client = ClientBuilder.newClient();
WebTarget webTarget =  
    client.target("http://service.com/user")
        .queryParam("card", "4275391126915480");
Invocation.Builder builder = 
    webTarget.request("text/plain");
Invocation invocation = 
    builder.header("testheader","testvalue")
           .buildGet();
Response response = invocation.invoke();

次に、このコードを分析し、処理の流れを詳しく理解しましょう。 
まず、ClientBuilderクラス経由で取得した、Clientのインスタンスを使用

してターゲットURIを指定しています。その結果、WebTargetのインスタン
スが作成されます。さらに、作成されたインスタンスを使用して、期待され
るレスポンス/メディア・タイプ（HTTPヘッダーのAcceptに相当するもの）
および関連するURIパラメータ（パスとクエリー）を指定しています。以上
で、Invocation.Builderのインスタンスが作成されます。このインスタンス
を使用して、完全なHTTP GETリクエストを構成します。その後、Invocation
インスタンスを使用して、リクエストをサーバーに送信しています。
Configurableインタフェース：Client、ClientBuilder、WebTarget、
Invocationの各オブジェクトはjavax.ws.rs.core.Configurableインタフェー
スを実装しています。そのため、フィルタ、インターセプタ、エンティティ・
プロバイダ（メッセージ・リーダー/ライター）などのカスタムのJAX-RSコ
ンポーネントを定義することが可能です。定義するためには、オーバー
ロードされたregisterメソッドを使用します。定義方法については、後ほど
簡単に説明します。なお、このAPIは、サーバー・サイドのJAX-RSコンポー
ネント（フィルタ、インターセプタなど）にも適用されます。

フィルタ
フィルタと、後述のインターセプタも
JAX-RS 2.0の目玉機能です。JAX-RS
アプリケーション内でアスペクト指向
プログラミング（AOP）のようなもの
が可能になり、開発者がアプリケー
ション固有の横断的機能（ビジネス・
ロジック全体に分散させるべきでな
い機能）を実装できるようになりま
す。そのような横断的機能には、認
証、認可、リクエスト/レスポンスの検
証、ロギングなどが含まれます。この
AOPベースのプログラミング・モデ
ルでは、JAX-RSリソース・クラスのメ
ソッドに割り込んで、HTTPリクエスト
/レスポンス・ヘッダーの各要素、リク
エストURI、呼び出されたHTTPメソッ
ド（GET、POSTなど）を操作（変更）し
ます。
サーバー・サイドのリクエスト・フィルタ：サーバー・サイドのリクエスト・
フィルタは、クライアントから受信するHTTPリクエストに対して動作しま
す。リクエスト・フィルタは、JAX-RSリソース・メソッドの呼出しよりも前に
呼び出されます。そのため、受信したHTTPリクエストの特定の属性を操
作することができます。
サ ー バ ー・サ イド のリクエ スト・フィル タ を 実 装 する
た め に は、J A X - R S によって提 供される拡 張 機 能である
javax .ws . r s . conta ine r .Conta ine rReques tF i l t e rインタフェー
スを実装します。Conta ine rReques t F i l t e rのf i l t e rメソッドに、
javax.ws.rs.container.ContainerRequestContextインタフェースのイン
スタンスがコンテナによってシームレスにインジェクションされます。
ContainerRequestContextは、HTTPリクエスト・コンポーネントへのアク
セス用メソッドと変更用メソッドを公開しており、可変オブジェクト（意図
的なものです）になっています。

サーバー・サイドのレス
ポンス・フィルタは、機
能（レスポンスのHTTP
ヘッダーなどを読み取
り、変更する）とプログラ
ミング・モデル（たとえ
ば、ユーザーが定義した
順序またはデフォルト
の順序で連鎖的に実行
される）の両面で、対応
するリクエスト・フィルタ
に似ています。
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public interface ContainerRequestFilter{
    public void filter(
        ContainerRequestContext reqCtx) throws 
            IOException;
}

JAX-RSのリクエスト処理パイプラインには、JAX-RSプロバイダによって
実装されているマッチング・アルゴリズムに基づいて、HTTPリクエストを
リソース・クラス内の適切なJavaメソッドにディスパッチする処理が含ま
れます。サーバー・サイドのリクエスト・フィルタではこの処理が考慮され
ており、マッチング前とマッチング後の2つのカテゴリに分けられていま
す。
マッチング前フィルタは、受信したHTTPリクエストが特定のJavaメソッ

ドにマッピング/ディスパッチされる前に実行されます。マッチング前フィ
ルタは、クラスに対してjavax.ws.rs.container.PreMatchingアノテーション
を付加することで容易に設定できます。なお、以下のコードでの実装クラ
スに対するjavax.ws.rs.ext.Providerアノテーションは、JAX-RSランタイムで
このフィルタがJAX-RSフィルタとして認識されるために必要になります。

@Provider
@PreMatching
public class PreMatchingAuthFilter{
    public void filter( 
      ContainerRequestContext reqCtx) 
    throws IOException {
        if(reqCtx.getHeaderString(
            "Authorization") == null){
               reqCtx.abortWith(
                 Response.status(403).build());
            }else{
                 //check credentials....
        }
    }
}

マッチング後フィルタは、メソッドのディスパッチまたはマッチング・プ
ロセスの完了後にのみ、JAX-RSコンテナによって実行されます。マッチン
グ前フィルタとは異なり、マッチング後フィルタでは明示的なアノテーショ
ンは必要ありません。そのため、@PreMatchingアノテーションのないフィ
ルタ・クラスは、デフォルトでマッチング後フィルタとみなされます。以下
のコードに使用例を示します。

@Provider
public class PostMatchingFilterExample{
   public void filter(ContainerRequestContext 
reqCtx) 
       throws IOException{
           System.out.println(
               "Referrer: " + 
                reqCtx.getHeaderString("referrer"));
           System.out.println(
                "Base URI: "+ 
                reqCtx.getUriInfo().getBaseUri());
           System.out.println(
                "HTTP Request method: "+ 
                reqCtx.getMethod());
    }
}

1つのJAX-RSアプリケーションに複数のフィルタを設定できます（フィ
ルタは連鎖構造を形成します）。複数のフィルタは、開発者が定義した順序
（後述）か、コンテナにより設定されたデフォルトの順序で実行されます。
ただし、フィルタの実装ロジックから例外をスローするかabortWithメソッ
ドを呼び出すことで、この処理の連鎖を断つことができます。いずれの
ケースでも、連鎖内の後続のフィルタは呼び出されません。
サーバー・サイドのレスポンス・フィルタ：サーバー・サイドのレスポンス・
フィルタは、JAX-RSのリソース・メソッドによってレスポンスが生成されて
から、そのレスポンスが呼出し元/クライアントにディスパッチされるまで
の間に呼び出されます。レスポンス・フィルタは、機能（レスポンスのHTTP
ヘッダーなどを読み取り、変更する）とプログラミング・モデル（たとえば、
開発者が定義した順序またはデフォルトの順序で連鎖的に実行される）
の両面で、対応するリクエスト・フィルタに似ています。
サーバー・サイドのレスポンス・フィルタは、javax.ws.rs.container.
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ContainerResponseFi l terインタフェースを実装するだけで簡単
に設定できます。サーバー・サイドのリクエスト・フィルタと同様
に、Conta inerResponseF i l te rインタフェースのfi l terメソッドに
ContainerResponseContextをインジェクションする処理が、JAX-RSラン
タイムによって実行されます。また、JAX-RSランタイムで認識されるよう
に、サーバー・サイドのレスポンス・フィルタにもjavax.ws.rs.ext.Provider
アノテーションを付加する必要があります。以下に例を示します。

@Provider
public class AContainerResponseFilter{
    public void filter(
        ContainerRequestContext reqCtx, 
        ContainerResponseContext resCtx) 
      throws IOException{
        //adding a custom header to the response
            resCtx
            .getHeaders()
            .add("X-Search-ID",
                 "qwer1234-tyuio5678-asdfg9876");
    }
}

ご想像のとおり、クライアント・サイドのフィルタにも、リクエスト・フィル
タとレスポンス・フィルタがあります。これらのフィルタについて以下にま
とめます。
クライアント・サイドのリクエスト・フィルタ：クライアント・サイドのリクエス
ト・フィルタは、HTTPリクエストが作成されてから、そのリクエストがサー
バーにディスパッチされるまでの間に呼び出されます。このタイプのフィ
ルタは、HTTPリクエストのプロパティ（ヘッダー、Cookieなど）を変更する
機会を提供するものです。クライアント・サイドのリクエスト・フィルタを実
装するためには、javax.ws.rs.client.ClientRequestFilterによって提供され
る拡張インタフェースを実装します。
クライアント・サイドのレスポンス・フィルタ：クライアント・サイドのレスポ
ンス・フィルタは、HTTPレスポンスをサーバーから受信してから、呼出し
元/クライアントでの処理用にディスパッチされるまでの間に呼び出され
ます。クライアント・サイドのリクエスト・フィルタと同様に、レスポンス・
フィルタは、HTTPレスポンスのプロパティを変更する機会を提供します。

クライアント・サイドのレスポンス・フィルタを使用するためには、以下に
示すように、javax.ws.rs.client.ClientResponseFilterによって提供される
拡張インタフェースを実装します。

public class ClientResponseLoggerFilter {
    public void filter(
        ClientRequestContext reqCtx, 
        ClientResponseContext resCtx) 
      throws IOException{
          System.out.println(
              "Response status: " +
              resCtx.getStatus());
    }
}

インターセプタ
インターセプタは、HTTPリクエストやHTTPレスポンスを変更す
る目的でも使用される点ではフィルタに似ていますが、大きく
異なる点として、インターセプタはおもにHTTPメッセージのペ
イロード部を操作するために使用されることが挙げられます。  
インターセプタは、javax.ws.rs.ext.ReaderInterceptorとjavax.ws.rs.ext.
WriterInterceptorの2つのカテゴリに分けられます。前者はHTTPリクエス
トを処理するために、後者はHTTPレスポンスを処理するために使用され
ます。なお、フィルタとは異なり、サーバー・サイドでもクライアント・サイ
ドでも同じインターセプタのセットが適用できます。
JAX-RSランタイムで検出されるように、サーバー・サイドのインターセ

プタには@Providerアノテーションを付加する必要があります。また、クラ
イアント・サイドのインターセプタは、ClientBuilder、Client、WebTargetの
クラスまたはインタフェースによって登録する必要があります（registerメ
ソッドを使用します）。
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ReaderInterceptor：このタイプのインターセプタは、JAX-RS APIによって
提供される契約（拡張インタフェース）です。サーバー・サイドのリーダー・
インターセプタはクライアントから送信されたHTTPペイロードに対して
操作を行います。それに対して、クライアント・サイドのリーダー・インター
セプタは、リクエストのペイロードがサーバー・サイドに送信される前に、
そのペイロードに対して操作（読取りや変更）を行うことが想定されてい
ます。
WriterInterceptor：このタイプのインターセプタは、サーバー・サイドで
はリソース・メソッドによって生成されたHTTPペイロードに対して操作を
行います。それに対して、クライアント・サイドのライター・インターセプタ
は、サーバーによって送信されたペイロードが呼出し元にディスパッチさ
れる前に、そのペイロードに対して操作（読取りや変更）を行うことが想定
されています。以下のコードに、サーバー・サイドのインターセプタの例
を示します。

public interface WriterInterceptor{
    public void aroundWriteFrom(
        WriterInterceptorContext writerCtx) 
      throws IOException, 
WebApplicationException;
}

JAX-RSのインターセプタは、フィ
ルタと同様に連鎖的に呼び出され
ます。また、HTTPメッセージとJava
オブジェクト表現の間で相互に変換
するためにエンティティ・プロバイダ
（javax.ws.rs.MessageBodyReaderお
よびjavax.ws.rs.MessageBodyWriter）
が必要になったときに初めてトリ
ガーされます。ReaderInterceptor
は M e s s a g e B o d y R e a d e r
を 、W r i t e r I n t e r c e p t o r は
MessageBodyWriterをそれぞれラッ
プします。したがって、インターセプ
タとエンティティ・プロバイダは同じ
コール・スタック内で実行されます。 

フィルタおよびインターセプタのバインディング戦略
JAX-RSでは、フィルタおよびインターセプタをそれぞれのターゲット・コ
ンポーネントにバインディングするための複数の方法を定義しています。
サーバー・サイドのフィルタの場合、グローバルなデフォルトの振る舞い
に加え、名前付きバインディングおよび動的バインディングも存在します。
それぞれの方法について手短に確認しましょう。 
グローバルなデフォルトの振る舞い：デフォルトでは、JAX-RSのフィルタお
よびインターセプタは、アプリケーション内のリソース・クラスのすべての
メソッドにバインディングされます。そのため、クライアントからのHTTPリ
クエストへの応答としてリソースのメソッドが呼び出されたときは常に、
リクエスト・フィルタ（マッチング前およびマッチング後）とレスポンス・
フィルタの両方が呼び出されます。この規約は、名前付きバインディング
または動的バインディングを使用することでオーバーライドすることが可
能です。
名前付きバインディング：フィルタおよびインターセプタのスコープを詳
細に（リソース・クラスごとに、あるいはメソッドごとに）設定するために、
@NameBindingアノテーションを利用できます。そのためには、以下の手
順を実行します。
 ■ 手順1：@NameBindingアノテーションを使用してカスタムのアノテー
ションを定義します。

@NameBinding
@Target({ ElementType.TYPE, 
          ElementType.METHOD })
@Retention(value = 
          RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface Audited { }

 ■ 手順2：定義したカスタムのアノテーションをフィルタまたはインターセ
プタに適用します。

@Provider
@Audited
public class AuditFilter implements 
    ContainerRequestFilter {
      //filter implementation...
}

JAX-RS 2.0には、サー
バー・サイドおよびそ
れに対応するクライア
ント・サイドの非同期
処理を行うための新し
いAPIが含まれていま
す。そもそも非同期と
は、リクエストを開始し
たスレッドとは異なる
スレッドでリクエストが
処理されることを意味
します。 
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 ■ 手順3：同じアノテーションを、必要なリソース・クラスまたはリソース・
メソッドに適用します。クラスに適用した場合、フィルタまたはインター
セプタは、そのクラスのすべてのリソース・メソッドにバインディングさ
れます。

@GET
@Path("{id}")
@Produces("application/json")
@Audited
public Response find(
          @PathParam("id") String custId){
//search and return customer info
} 

動的バインディング：JAX-RSは、フィルタおよびインターセプタを実行時に
動的にバインディングするためのDynamicFeatureインタフェースを提供
しています（動的バインディングは、前項で説明した@NameBindingアノ
テーションを使用して実行できる、より静的なバインディングと併用するこ
とも可能です）。

public interface DynamicFeature {
public void configure(
    ResourceInfo resInfo, 
    FeatureContext ctx);
}

インジェクションされたResourceInfoインタフェースのインスタンスを
使用して各種メソッドを公開し、リソース・メソッドを動的に選択できま
す。また、FeatureContextインタフェースは、リソース・メソッドの選択後
にフィルタまたはインターセプタを登録するために使用できます。以下の
コードにその例を示します。

@Provider
public class DynamicAuthFilterFeature 
  implements DynamicFeature {
    @Override
    public void configure(
      ResourceInfo resInfo, FeatureContext ctx) {
        if (UserResource.class

            .equals(resInfo.getResourceClass()) && 
           resInfo.getResourceMethod().getName()
            .contains("PUT")) {
              ctx.register(
                  AuthenticationFilter.class);
       }
   }
}

クライアント・サイドのフィルタおよびインターセプタ
のバインディングと登録
サーバー・サイドのフィルタでは、クラス・レベルの@Providerアノテー
ションが必要であることはすでに確認したとおりです。クライアント・サ
イドでは、フィルタおよびインターセプタはClientBuilder、Client、または
WebTargetのいずれかのインタフェースを使用して登録します。これらの
インタフェースはすべて、javax.ws.rs.core.Configurableインタフェースを
実装します。Configurableインタフェースには、オーバーロードされた複
数のregisterメソッドがあります。

フィルタおよびインターセプタの順序の設定
@Priorityアノテーションを使用して、フィルタおよびインターセプタの実
行順序を定義できます。このアノテーションには数値を指定できます。こ
の数値の解釈は、フィルタおよびインターセプタがリクエスト用かレスポ
ンス用かによって異なります。
リクエスト・フィルタ（ContainerRequestFilterとClientRequestFilter）お
よびリクエスト・インターセプタ（ReaderInterceptorとWriterInterceptor）
は、優先度の数値の昇順に実行されます。つまり、@Priorityアノテー
ションが付加されたプロバイダのうち、その値の小さいものから
先に実行されます。 
レスポンス・フィルタ（ C o n t a i n e r R e s p o n s e F i l t e rと
ClientResponseFilter）は、その逆の順序（降順）で実行されます。@Priority
アノテーションがない場合は、デフォルト値が適用されます。デフォルト
値は、javax.ws.rs.PrioritiesのUSER定数に定義されています（この定数
の値は5,000です）。クライアント・サイドのコンポーネントの優先度は、
Configurableを実装するインタフェースのregisterメソッドを使用して設
定できます。
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非同期処理のサポート
JAX-RS 2.0には、サーバー・サイドおよびそれに対応するクライアント・サ
イドの非同期処理を行うための新しいAPIが含まれています。そもそも非
同期とは、リクエストを開始したスレッドとは異なるスレッドでリクエスト
が処理されることを意味します。クライアントの視点で言えば、非同期処
理を行った場合、リクエスト・スレッドがブロックされなくなります。サー
バーからのレスポンス待ちの時間が発生しないからです。同様に、サー
バー・サイドの非同期処理では、元のリクエスト・スレッドを一時的に停
止し、別のスレッドでリクエストの処理を開始します。そのため、元のサー
バー・サイドのスレッドが解放され、別のリクエストを受信できるように
なります。非同期処理を適切に利用すれば、スケーラビリティ、応答性、ス
ループットが向上します。
サーバー・サイドの非同期処理：サーバー・サイドの非同期プログラミン
グ・モデルは、おもに@javax.ws.rs.container.Suspendedアノテーションと
javax.ws.rs.container.AsyncResponseインタフェースの2つのAPI抽象表
現によって機能します。
JAX-RSのリソース・クラスのメソッド・パラメータに@Suspendedアノ

テーションを付加することで、そのメソッド・パラメータにAsyncResponse
のインスタンスを透過的にインジェクションできます。このインスタンス
は、呼出し元/クライアントと通信して、レスポンス送信（リクエスト後の処
理の完了）、リクエストのキャンセル、エラーの伝播などの操作を実行する
ためのコールバック・オブジェクトの役割を担います。 

@GET
@Path("{id}")
public void search(
    @Suspended AsyncResponse asyncResp, 
    @PathParam("id") String id){
      //launching search in a new thread
      new Thread(){
          public void run(){
          //execute search op and resume
          UserInfo user = //obtain via search...
          asyncResp.resume(user);
      }
   }.start();
}

レスポンスや例外を伝播させるためには、AsyncResponseインタ
フェースのオーバーロードされたresumeメソッドを使用して、レスポンス
や例外をクライアントに返します。
リクエスト処理のタイムアウトを処理するためには、HTTP 503のエ
ラー・レスポンスをクライアントに返すまでのタイムアウトを設定します。
タイムアウトのしきい値を設定することで、その設定が可能です。デフォル
トでは、タイムアウトによってHTTP 503のエラー・レスポンスが発行され
ますが、javax.ws.rs.container.TimeoutHandler実装を登録することで、こ
の動作をオーバーライドできます。 
javax.ws.rs.container.CompletionCallbackは、コールバック・インタ

フェースを表します。このインタフェースの実装を登録することで、リクエ
ストの完了後にビジネス・ロジックを実行できます。また、オーバーロード
されたcancelメソッドを使用して、リクエストの処理を強制終了すること
が可能です。強制終了した場合、HTTP 503のエラー・レスポンスがクライ
アントに送信されます。
クライアント・サイドの非同期処理：JAX-RS APIでは、Invocationインタ
フェースとAsyncInvokerインタフェースを使用して、非同期のリクエス
ト呼出しを実行できます。Invocationインタフェースは、オーバーロー
ドされたsubmitメソッドによって非同期の送信を処理します。また、
AsyncInvokerインタフェースは、専用のメソッド（get()、post()、put()など）
を使用した、標準的なHTTPアクションの非同期呼出しをサポートします。
サポートされる標準的なHTTPアクションは、GET、PUT、POST、DELETE、
HEAD、TRACE、OPTIONSです。
Invocat ionCal lbackの実装を登録していれば、非同期リクエス

トが処理された後にその実装が自動的に実行されます。この仕
組みによって、例外が発生するシナリオや、正常に実行されたシ
ナリオに対応できます。コールバックが登録されていない状況で
Futureオブジェクトが取得される場合は、手動でそのオブジェクト
をポーリングしてレスポンスを操作します。isDone、get、cancelな
どのメソッドを呼び出すことができます。以下に、コールバックと
Futureオブジェクトを使用したレスポンスの処理について示します。

Invocation.Builder builder1 = //... 
AsyncInvoker invoker = builder1.async();
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//obtain a Future
Future<Response> future1 = invoker.get(); 

//create another builder
Invocation.Builder builder2 = ...
Invocation invocation = builder2.buildGet();

//provide a callback
Future<Response> future2 = 
  invocation.submit(
    new InvocationCallback<Customer>(){
      public void completed(Customer cust){
        System.out.println(
          "Customer ID:" + cust.getID());
      }
      public void failed(Throwable t){
        System.out.println(
          "Unable to fetch Cust details: " + 
          t.getMessage());
      }
});

高度な例外処理
JAX-RS 2.0の他の新機能を紹介する前に、堅牢な例外処理のために
JAX-RSフレームワークによって提供されている既存の例外処理機
能のいくつかについて確認します。まず、javax.ws.rs.core.Response
オブジェクトによってHTTPエラー状態をラップして、呼出し元に返
すことができます。また、javax.ws.rs.WebApplicationException（非
チェック例外）を、ネイティブのビジネス固有/ドメイン固有の例外と、
それらの例外に対応するHTTPエラー・レスポンスを橋渡しする目的
で使用できます。javax.ws.rs.ext.ExceptionMapperは、Javaの例外
をjavax.ws.rs.core.Responseオブジェクトにマッピングするプロバイ
ダ用の契約（インタフェース）を表します。このExceptionMapperは、
javax.ws.rs.WebApplicationExceptionの拡張版と考えることができ、例外
処理でDRY（Don't Repeat Yourself、「重複の排除」）原則に従うために使
用できます。以下のように、ビジネス・ロジックの例外と適切なHTTPレス
ポンスの間で柔軟なマッピングを定義できます。

public class BookNotFoundMapper implements
  ExceptionMapper<BookNotFoundException>{
     @Override
     Response toResponse(
        BookNotFoundException bnfe){
           return Response.status(404).build();
     }
}

JAX-RS 2.0には、javax.ws.rs.WebApplicationExceptionから継承した
非チェック例外が追加されました。この設計によって、明示的なHTTPエ
ラー情報を含むWebApplicationExceptionを作成してスローする必要が
なくなります。新しい例外にはわかりやすい名前が付いており、デフォル
トでは、各例外と個別のHTTPエラー・シナリオが1対1でマッピングされ
ています。つまり、新しい例外のいずれかをリソース・クラスからスローす
ると、マッピングに従って定義済みのHTTPエラー・レスポンスがクライア
ントに送信されます。たとえば、NotAuthorizedExceptionをスローした場
合、クライアントはHTTP 403を受け取ることになります（マッピングの詳
細については表1を参照）。例外の振る舞いは、ExceptionMapperを使用
して別のResponseオブジェクトを返すことによって、実行時に変更するこ

表1：例外クラスとHTTPエラー・コードのマッピング

例外 HTTPエラー・コード
BadRequestException 400

ForbiddenException 403

InternalServerErrorException 500

NotAcceptableException 406

NotAllowedException 405

NotAuthorizedException 401

NotFoundException 404

NotSupportedException 415

ServiceUnavailableException 503
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ともできます。図2に、この新しい例外階層を示します。 
これらの例外クラスと、そのそれぞれに対応するHTTPエラー・コードの
マッピングについては、表1を参照してください。 

その他の注目すべき拡張機能
これまでに紹介した目玉機能の他にも、JAX-RS 2.0には、アプリケーショ
ンの要件に合致するならばぜひ使用すべき便利な拡張機能が搭載され
ています。
@BeanParam：このアノテーションを使用して、カスタムのPOJOまたは
Beanを、そのインスタンスにParam系の各種アノテーションを付加で
きる場合にインジェクションできます。Param系のアノテーションとは、
@HeaderParam、@CookieParam、@PathParam、@QueryParamなどで
す。以下に示すとおり、HTTPリクエストの個別の要素をJAX-RSリソースに

インジェクションする代わりに、単純なPOJOを利用してHTTP URIのパラ
メータを取得できるため便利です。

public class CustomerSearchRequest{
    @QueryParam("id")
    private String userid;

    @HeaderParam("Accept")
    private String accept;

    @CookieParam("lastAccessed")
    private Date lastAccessed;
    //getters to fetch the values
}

JAX-RSランタイムは、@javax.ws.rs.BeanParamアノテーションが付加さ
れたメソッド引数（またはインスタンス変数）のインスタンスをインジェク
ションします。
@ConstrainedTo：JAX-RSには、サーバー・サイドとクライアント・サイ
ドに適用可能なプロバイダ・コンポーネントがいくつかあります。イ
ンターセプタはその好例で、ReaderInterceptorとWriterInterceptor
の両方を、サーバー・サイドにもクライアント・サイドにも適用できま
す。この場合、状況によってクライアント・サイドまたはサーバー・サ
イドのいずれかにのみ使用できるように明示的に制限する目的で、
@javax.ws.rs.ConstrainedToアノテーションをプロバイダ・クラスに適用
できます。
ParamConverter：ParamConverterインタフェースは、自動インジェクショ
ンの前提条件を満たしていないカスタムのオブジェクトまたはPOJOを
処理する場合に便利です（この前提条件とは、String引数を受け取るパブ
リック・コンストラクタがあること、またはString引数を受け取り、同じタイ
プのインスタンスをPOJOとして返す静的なvalueOfメソッドがあることで
す）。ParamConverterインタフェースの実装を使用して、Param系のアノ
テーション（@QueryParam、@PathParamなど）によって取得したString型
のパラメータをカスタムのPOJOに変換するためのカスタム・ロジックを
指定できます。 

図2：JAX-RS 2.0の例外階層
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まとめ
JAX-RSフレームワークは、需要のある抽象表現をHTTPの上層に配置す
ることで、REST指向アプリケーションを構築するための強固なプラット
フォームとして動作します。JAX-RSの2.0リリースでは以前のリリースが全
面的に見直されており、APIが多数追加されています。JAX-RSが提供する
幅広いオプションをくまなく活用するまでには至っていない場合、手書き
のコードが散在している可能性が高く、それらのコードをJAX-RSの機能
に置き換えればメリットがあるはずです。</article>

Abhishek Gupta：Oracle Identity Governance（ミドルウェア）製品スタッ
ク専門のJava EE開発者、アーキテクト、コンサルタント。その他、スケーラ
ブル・アーキテクチャ、分散キャッシュ・テクノロジー、デザイン・パターン
などに関心がある。

最新のJAX-RS 2.0仕様
Jersey
Roy Fielding氏のRESTに関する独創的な論文

learn more

JEP 254では、JVM内部での文字列の内部表現を変えることが
提案されています。おそらくご存じのとおり、文字列の格納には
UTF-16が使用されており、1文字あたり2バイトを占めます。この
JEPでは、もっとコンパクトな、1文字あたり1バイトの表現を内部
的に使用することが提案されています。「多数のさまざまなアプリ
ケーションから収集されたデータから判断すれば、文字列はヒー
プを利用する主な要素であり、さらに、大部分のStringオブジェ
クトにはLatin-1の文字しか含まれていません。Latin-1の各文字
には1バイトの記憶域しか必要ありません。そのため、このような
Stringオブジェクトの内部char配列の領域は、半分が未使用の状
態になっています」と、このJEPでは述べられています。
コンパクトな形式に変えても、既存のコードやAPIには影響あり
ません。純粋にJVM内部の変更となり、プログラマーが認識するこ
とはありません。 
興味深いことに、このJEPのWebページに、Java 6で文字列圧縮
機能のテストが行われたと記載されています。そのテストでは、
String.valueを、7ビット文字の配列または通常のJava文字の配列
を示すObjectに変換したということです。しかしその後、この機能
は削除されています。

JEP 254：Compact Strings
注目のJDK強化提案
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