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本記事では、標準Java EE APIでマイクロサービスを開発する方法につ
いて説明します。マイクロサービスは、個々のプロセスとしてデプロ

イされる独立した小さなサービスにより構成される複雑なアプリケーショ
ンを開発するための、有力なアーキテクチャ・スタイルになりました。マ
イクロサービスは、詳細に定義されたAPI経由で通信します。各マイクロ
サービスは自己完結型で、単一のタスクを担当し、RESTなどの軽量API経
由でアクセスでき、独自のライフサイクルを備えています。マイクロサービ
スが行き着くところは、複合型アプリケーション向けに高度に分離された
再利用可能なモジュール式アーキテクチャです。 
Javaでマイクロサービスを開発するということは、アプリケーションを
RESTサービス中心に設計するだけでなく、各サービス、フロントエンド、
その他のコンポーネントを個別に、かつ独立的にデプロイすることにも
なります。言い換えれば、マイクロサービスでは、すべてのサービス、ビジ
ネス・ロジック、フロントエンド、その他のモジュールを1つのEARファイル
にまとめてモノリシック・アプリケーションとしてデプロイするのではな
く、コンポーネントごとに別々のアーカイブ（JARファイルなど）を使用しま
す。KumuluzEEフレームワークによって、後述のとおり、Java EEで稼働す
るマイクロサービスの構成とデプロイに関連するタスクが自動化されま
す。[注：KumuluzEEは2015年のJavaOneカンファレンスでDuke’s Choice 
Awardを受賞しました]

マイクロサービスとJava EE
鉄道乗車券のオンライン予約サービスの作成を考えてみます。このサー
ビスを使用し、乗車する路線の計画を立て、乗車券を購入できるというも
のです。説明を簡潔にするため、本記事ではこの例の単純なバージョンを

見ていきます。このバージョンでは、単純なユーザー・インタフェースを使
用して、路線の参照と単一路線の予約のみを実行できるものとします。 
従来のアプローチを使用する場合、ビジネス・ロジック、サービスを含
み、さらにフロントエンドを格納した1つ以上のWARパッケージも含むモ
ノリシックなEARパッケージを作成することになるでしょう。そのEARファ
イルを、Oracle WebLogic ServerやGlassFishなどのアプリケーション・
サーバーにデプロイすることになります。
それに対して、マイクロサービス・アーキテクチャを使用する場合は、

まず責務を切り分けることから始めます。「路線」、「予約サービス」、「UI」
を、マイクロサービスとしてそれぞれ個別に開発、構成、デプロイするこ
とになります。これらのマイクロサービスはステートレスであり、RESTイ
ンタフェース経由で通信します（ただし、通信のためにSOAPやRemote 
Method Invocation（RMI）を使用しても構いません）。このようにして、ド
メインごとに定義され、明示的なインタフェースに関して「単一の責務」
の原則に従うマイクロサービスを作成します。これで、分離された高度な
モジュール式アーキテクチャができました。このアーキテクチャでは、各
サービスが専門的な単一の機能について責務を担います。また、各マイ
クロサービスには、それぞれ独自のライフサイクルがあります。本記事で
の、マイクロサービスを使用するアーキテクチャの案を図1に示します。
以降では、この単純な例を使用しますが、マイクロサービスは本来、複
雑なアプリケーションやシステムにもっとも適していることに注意してく
ださい。

KumuluzEE：Java EEでの 
マイクロサービスの構築
オープンソースのKumuluzEEフレームワークを使用して、標準Java EE APIで自己完結型 
マイクロサービスを開発する
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MATJAZ B. JURIC
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利点：モノリシックなアプローチと比較したマイクロサービスの利点につ
いて、詳しく見ていきましょう。明らかな利点は、マイクロサービスによっ
て、より柔軟で分離されたアーキテクチャになることです。各マイクロサー
ビスを個別に開発できるため、ライフサイクルや変更の管理が容易にな
ります。たとえば、前述の予約サービスをアップグレードする必要がある
場合に、アプリケーション全体の再デプロイは不要です。すべてのマイク
ロサービスは、個別のリポジトリとデプロイメント構成を持つ別々のプロ
ジェクトとなります。新機能を反復的に展開できるため、俊敏性が向上し
ます。 
長期の運用後に、新しいJavaのバージョンにアップグレードしようと
なった場合に、各マイクロサービスを個別にアップグレードできます。複
雑なアプリケーションの場合、これは大きなメリットになります。一般に、
複雑なJava EEアプリケーションのアップグレード（アプリケーション・サー
バーの新バージョンやJava EEおよびJava SEの新リリースへのアップグ
レード）には困難が伴うためです。さらに良いことに、マイクロサービスで
は新技術を段階的に取り込むことができます。  
また、これも重要なことですが、マイクロサービスによってスケーラビ

リティが格段に向上します。たとえば、路線計算の方が予約よりも使用頻
度が高く、路線計算サービスのトラフィック量が予約サービスを上回る場
合に、マイクロサービスを使用すれば、予約サービスのスケーリングをそ
の他のアプリケーション要素から独立して行うことができます。このアプ
ローチは、クラウド環境およびPaaS（Platform as a Service）環境に最適で

す。これらの環境では、柔軟なスケーラビリティを容易に構成できます。
Docker環境内では、マイクロサービス・アプリケーションのスケーリング
に手間がかかりません。つまり、マイクロサービス・アーキテクチャは、クラ
ウド対応型アプリケーションと相性が良いと言えます。 
これらの利点を存分に活用するためには、マイクロサービスをステート
レスにする必要があります。マイクロサービスが使用するすべてのリソー
ス（データベース、オブジェクト・ストレージなど）は、個別に構成できるも
のである必要があります（一般に、接続文字列または環境パラメータに
よって個別に構成します）。 
欠点：マイクロサービスには、避けようがない欠点があります。通常、この
種のアーキテクチャを伴うJava EEプロジェクトでは、セットアップや構成
が面倒です。実際、手動による構成や依存性追跡のための多くの作業が
必要で、結果的に運用が大幅に複雑化することもあります。デプロイメン
トもテストも複雑になります。 

KumuluzEE
KumuluzEEはこれらの欠点の一部を解決します。マイクロサービスの構
成とデプロイに関連するタスクがシームレスに自動化されます。基本的
に、KumuluzEEは各マイクロサービスとJava EE APIのランタイムを単純
なスタンドアロン・パッケージ（JARファイル）に集めます。この際に、実際
に使用されるAPI（とランタイム）のみを追加することで、フットプリントを
最小限に抑えます。そのため、開発者はスタンドアロンのステートレスな
自己完結型マイクロサービスを構築して、各マイクロサービスにJava EE
アプリケーション・サーバー全体を含めるオーバーヘッドを避け、効率的
にそれらのマイクロサービスをパッケージ化できます。この方法で作成さ
れたマイクロサービスはJREから直接実行でき、フットプリントは最小限
で、起動とシャットダウンの時間が短くなります。

例について
これから、KumuluzEE、標準Java EE、Mavenを使用してマイクロサービ
スを作成します。まず、それぞれ独自のマイクロサービスが格納された、
3つのMavenプロジェクトを作成します。説明を簡潔にするため、本記事
ではこれら3つのプロジェクトを同一リポジトリ内に作成します。作成す
るのは、路線計算サービス用のroutesプロジェクト、予約サービス用の
bookingsプロジェクト、そしてフロントエンド用のuiプロジェクトです。ま

図1：マイクロサービス・アーキテクチャの案の概要
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POST /api/booking
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た、JPAエンティティを保持するモジュール（models）と、utilsを保持する
モジュールも追加します。これらのモジュールは、3つのマイクロサービス
によって共有されます。注：実際のプロジェクトでは、マイクロサービスご
とに個別のリポジトリを使用して、それぞれを個別のエンティティとして
扱い、デプロイメントだけでなくバージョン管理やリビジョン履歴も区別
することが一般に推奨されます。 
さらに、最上位のpom.xmlファイルも作成します。プロジェクト構造と
pom.xmlファイルについては、ソース・コードをダウンロードして確認して
ください。このソース・コードは、GitHubからダウンロードできます。
ここでは、マイクロサービス・プロジェクトを作成するため
に、すべてのモジュールに対してMavenアーキタイプ生成機能
（mvn -B archetype:generate）を使用します。このコマンドによって、必
要な3つのプロジェクトが生成されます。

KumuluzEEの追加
次に、KumuluzEEフレームワークに対して適切な依存性を追加する必要
があります。KumuluzEEは完全にモジュール化されています。つまり、コ
ア機能のほかにも、各Java EEコンポーネントが個別のモジュールとして
パッケージ化されており、使用するためには依存先として明示的に指定
する必要があります。KumuluzEEはクラスパスに含まれるモジュールを自
動的に検出し、適切に構成します。 
Mavenで適切な依存性を定義して、KumuluzEEを追加します。以下のよ

うに、プロパティに対して、KumuluzEEの現在のバージョンを定義し、その
バージョンをすべての依存性で使用することが推奨されます。

<properties>
    <kumuluzee.version> 
        2.0.0 
    </kumuluzee.version>
</properties>

フロントエンドUIサービスの追加
uiマイクロサービスに取り掛かりましょう。ロジックと構成をブートスト
ラップするためのKumuluzEEコア・モジュールを追加します。KumuluzEE
コア・モジュールにはcom.kumuluz.ee.EeApplicationクラスがあります。
このクラスには、アプリケーションをブートストラップするメイン・メソッド

が含まれます。また、サーブレットとHTTPサーバーも追加します。この例で
は、優れたパフォーマンスと小さなフットプリントで知られるJettyサーブ
レット実装を使用します。./ui/pom.xmlファイルに、以下のような記述があ
ります。

<dependency>     <groupId>com.kumuluz.ee</groupId>
    <artifactId>kumuluzee-core</artifactId>
    <version>${kumuluzee.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.kumuluz.ee</groupId>
    <artifactId>kumuluzee-servlet-jetty</artifactId>
    <version>${kumuluzee.version}</version>
</dependency>

このpom.xmlファイルにmaven-dependency-pluginも追加する必要
があります。その記述によって、すべての依存性がコピーされ、そのクラス
も一緒にコピーされます。したがって、./ui/pom.xmlファイルに以下の記
述を追加します。

<plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
    <version>2.10</version>
    <executions>
        <execution>
            <id>copy-dependencies</id>
            <phase>package</phase>
            <goals>
                <goal>copy-dependencies</goal>
            </goals>
        </execution>
    </executions>
</plugin>

この記述は、単純なサーブレットと静的ファイルによってマイクロサー
ビスを実行するために必要となる最小限の設定です。動作確認のため
に、単純なindex.xhtml HTMLファイルを追加できます。KumuluzEEは
resourceフォルダのルート部にあるwebappフォルダから、構成用のデー
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タおよびファイルを探します。このwebappフォルダの中に各種ファイル
を配置する必要があります。
動作確認のために、maven packageを実行します。その後、以下のコマ

ンドでこのマイクロサービスを起動できます。

$ java -cp ui/target/classes:ui/target/dependency/* \ 
    com.kumuluz.ee.EeApplication

ブラウザでhttp://localhost:8080/にアクセスすると、index.xhtml HTML
ファイルの内容が表示されます。もちろん、JSPやサーブレットを使用する
ことや、JSFサポートを追加してフロントエンドとして使用することも可能
です。後ほど、このフロントエンドを拡張します。

JPAモジュールの定義
前項の手順を各マイクロサービスに対して実行します。各マイクロサービ
スはそれぞれ独自のプロジェクトであるため、必要なだけカスタマイズで
きます。 
路線サービスと予約サービスの開発を始める前に、先にJPAモジュー
ルとエンティティを定義しましょう。JPAを含めるために、EclipseLink JPA
実装を追加します。また、データベース・ドライバも追加します。この例で
は、PostgreSQLデータベースを使用しますが、実際には任意のデータ
ベースを使用できます。./models/pom.xmlに、以下のように必要な依存
性を記述します。

<dependency>
    <groupId>com.kumuluz.ee</groupId>
    <artifactId>kumuluzee-jpa-eclipselink 
    </artifactId>
    <version>${kumuluzee.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.postgresql</groupId>
    <artifactId>postgresql</artifactId>
    <version>9.4-1201-jdbc41</version>
</dependency>

次に、2つのマイクロサービスが共有するpersistence.xmlファイルとエ

ンティティ・クラスを追加します（これらのマイクロサービス自体は個別
に実行されます）。このファイルは、従来のJava EEアプリケーションで開
発する際のファイルと同じものです。サンプルのソース・コードで、例を確
認してください。注意点として、データベースURL、ユーザー名、パスワー
ドについてpersistence.xmlで定義されている値は、それぞれ環境変数の
DATABASE_URL、DATABASE_USER、DATABASE_PASSを設定することで
上書きできます。環境設定による上書きは、Dockerスタイルの環境で容
易に構成できるため便利です。
次に、エンティティ・クラスを作成します。この例では標準JPAを使用し

ます。標準JPAを使用する場合、KumuluzEEを導入するための変更は必要
ありません。RouteおよびBookingのJPAエンティティ・クラスの例を次に
示します。1つ目のファイル.../models/Route.javaの内容は以下のとおりで
す。 

@Entity
@NamedQuery(name="Route.findAll", 
            query="SELECT r FROM Route r")
public class Route {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy =  
        GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;

    private String name;

    private String start;

    private String end;

    @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
    private Date duration;

    @ManyToMany(mappedBy = "routes")
    private List<Booking> bookings;

    // ...Omitted getters/setters
}
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予約ファイルの.../models/Booking.javaの内容は以下のとおりです。

@Entity
@NamedQuery(name="Booking.findAll",  
            query="SELECT b FROM Booking b")
public class Booking {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = 
        GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;

    @Temporal(TemporalType.TIMESTAMP)
    private Date orderDate;

    @ManyToMany
    private List<Route> routes;

    // ...Omitted getters/setters
}

路線サービスと予約サービスの実装
次に、路線サービスと予約サービスを実装します。RESTインタフェース向
けにJAX-RSが必要になります。ここでは、KumuluzEEで実装されている
Jerseyを使用します。また、CDIも追加します（@PersistenceContextを使
用してEntityManagerをインジェクションするため）。ただし、マイクロサー
ビスをさらに軽量化するため、CDIを使用せずに実装しても構いません。
以下の依存性を./booking/pom.xmlに追加します。

<dependency>
    <groupId>com.kumuluz.ee</groupId>
    <artifactId>kumuluzee-jax-rs-jersey</artifactId>
    <version>${kumuluzee.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.kumuluz.ee</groupId>
    <artifactId>kumuluzee-cdi-weld</artifactId>
    <version>${kumuluzee.version}</version>
</dependency>

次に、予約用の R E S T サ ービスを実装します。ここでは、
createBooking(Booking)とgetBooking()という2つのメソッドを含む予約
リソース（BookingsResource）を作成します。前述の説明に従って、適切
な依存性を追加してください。また、RESTサービスが使用されるすべて
のマイクロサービスに対して、JPAエンティティにアクセスできるように、
modelsモジュールを追加してください。コードは以下のようになります。 

@ApplicationPath("/")
public class BookingApplication extends 
    javax.ws.rs.core.Application {
}

また、BookingsResource.javaの内容は以下のとおりです。

@Path("/bookings")
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
@RequestScoped
public class BookingsResource {
    @PersistenceContext(unitName = "trains")
    private EntityManager em;

    @GET
    public Response getBookings() {
        
       List<Booking> bookings = em.createNamedQuery(
            "Booking.findAll", Booking.class)
            .getResultList();

        return Response.ok(bookings).build();
    }

...

    @POST
    public Response createBooking(Booking b) {
        em.getTransaction().begin();
        em.persist(b);
        em.getTransaction().commit();
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        return Response.status( 
                  Response.Status.CREATED)
                       .entity(b).build();
    }
}

ご覧のとおり、KumuluzEEを使用すればマイクロサービスの実装を変
更する必要はなく、他のJava EEアプリケーションとまったく同じ実装にな
ります。残りのマイクロサービスも同じように実装するか、ダウンロードし
たサンプル・コードを参照してください。

サービス検出の処理
この例では、フロントエンドUIモジュールにJavaServer Faces（JSF）を使用
することにします。JSFからREST経由でマイクロサービスを呼び出して、実
際のデータの受信や保存を行います。ここでもっとも重要な問題は、マイ
クロサービスの正確なURLを把握する必要があることです。環境変数を
使用してURLを指定することもできますが、その場合、URLが変更される
たびに手動で更新しなければなりません。クラウド環境では、URLの変更
がかなり頻繁に起こる可能性があります。 
もっと便利な方法は、リクエストするマイクロサービスのアドレスを
動的に問い合わせるというものです。この例ではサービス検出のために
Apache ZooKeeperを使用しますが、他の類似ツールを使用しても構い
ません。ZooKeeperについて簡単に説明すると、構成情報を管理するた
めの一元化されたサービスです。ここでは、ZooKeeperを使用して各マ
イクロサービスに正しいURLを保存します。例では、ヘルパー・クラスの
ServiceRegistryをutilsモジュールに追加し、このクラスでZooKeeperを使
用してエンドポイントの動的な登録、登録解除、取得の各処理を行いま
す。

@ApplicationScoped
public class ServiceRegistry  {

    private final CuratorFramework zookeeper;
    private final 
        ConcurrentHashMap<String, String> zonePaths;

    @Inject

    public ZooKeeperServiceRegistry() 
           throws IOException {
        try {
            String zookeeperUri = 
                System.getenv("ZOOKEEPER_URI");
            zookeeper = CuratorFrameworkFactory
                .newClient(zookeeperUri, 
                     new RetryNTimes(5, 1000));
            zookeeper.start();
            zonePaths = new ConcurrentHashMap<>();
        } catch (IOException) {
          ...
        }
    }

    public void registerService(
            String name, String uri) {
        try {
            String node = "/services/" + name;
            if (zookeeper.checkExists()
                  .forPath(node) == null) {
                zookeeper.create()
                    .creatingParentsIfNeeded()
                    .forPath(node);
            }
            String nodePath = 
              zookeeper.create().withMode(
                CreateMode.EPHEMERAL_SEQUENTIAL)
                .forPath(node + "/_", 
                         uri.getBytes());
            zonePaths.put(uri, nodePath);
        } catch (Exception ex) {
            ...
        }
    }

    // ...Similar for the other methods. 
    // See full example available for download.
}
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ZOOKEEPER_URL環境変数にZooKeeperのURLを設定する必要があり
ます。この例ではDockerを使用して、マイクロサービスと共にZooKeeper
サービスを起動します。その方法については次項で説明します。すべての
マイクロサービスにutilsパッケージへの依存性を追加することも忘れな
いでください。
次に、マイクロサービスに前述のServiceRegistryサービスをインジェク

ションして、起動時にURLを登録し、シャットダウン時にURLの登録を解除
するようにします。その方法の1つとして、bookingマイクロサービスに、こ
のタスクを動的に処理するためのBeanを追加します。

@ApplicationScoped
public class BookingService  {

    @Inject
    ServiceRegistry services;

    private String serviceName = "trains-booking";
    private String endpointURI;

    public BookingService() {
        endpointURI = 
        System.getenv("BASE_URI");
    }

    @PostConstruct
    public void registerService() {
        services.registerService(
            serviceName, endpointURI);
    }

    @PreDestroy
    public void unregisterService() {
        services.unregisterService(
            serviceName, endpointURI);
    }
}

@PostConstruct、@PreDestroy、@ApplicationScopedの
各アノテーションを使用して、ライフサイクルの中で一度だけサービス
の登録と登録解除を行うようにしています。BASE_URI環境変数に、マ
イクロサービスのパブリックURIを設定する必要があります。さらに、そ
れぞれのマイクロサービスに、同様のBeanを作成してください。

フロントエンドへのマイクロサービスの 
インジェクション
フロントエンドからRESTサービスに接続するために、前項のインジェ
クションの手法をフロントエンドでも使用できます。以下のように
ServiceDiscovery BeanをJSFバッキングBeanにインジェクションして、呼
出し先のマイクロサービスのURLを取得します。

@Model
public class BookingsBean  {

    @Inject
    ServiceRegistry services;

    public List getAllBookings() {
        return ClientBuilder.newClient()
            .target(services.discoverServiceURI( 
                     "trains-booking"))
            .path("bookings")
            .request().get(List.class);
    }
}
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JSFフロントエンドの更新
最後に、作成したBeanを使用して現在の予約を表示するように、uiモ
ジュール内のindex.xhtmlファイルを更新します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html >
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:f="http://xmlns.jcp.org/jsf/core"
      xmlns:h="http://xmlns.jcp.org/jsf/html">
  <h:head>
    <title>All available bookings</title>
  </h:head>

  <h:body>
    <h:dataTable 
       value="#{bookingsBean.allBookings}" 
        var="booking">
      <h:column>
        <f:facet name="header">Booking id</f:facet>
        #{booking.id}
      </h:column>

      <h:column>
        <f:facet name="header">Date of order 
        </f:facet>
        #{booking.orderDate}
      </h:column>

    </h:dataTable>

  </h:body>
</html>

これでアプリケーションが完成しました。このアプリケーションでは、互
いに独立して実行される3つのマイクロサービスを作成しました。これら
のマイクロサービスは、RESTインタフェース経由で通信し、JPAエンティ
ティなどの共通リソースを共有します。もちろん、フロントエンドとして、
HTML5をAngularJSやReactJSなどと共に使用しても構いません。

Dockerを使用したデプロイと実行
次に、作成したマイクロサービスをビルドして実行します。その方法を示
すために、ここではDockerを使用します。まず、Dockerfileを作成する必
要があります。このファイルには、各マイクロサービスをビルドして実行
するDockerイメージを作成するための手順を記述します。KumuluzEE
はマイクロサービスを、通常の単一プロセスのスタンドアロンJARファイ
ルとして実行します。そのフットプリントは最小限であり、各マイクロサー
ビスに対して個別のアプリケーション・サーバー・インスタンスが必要
なわけではありません。そのため、KumuluzEEは、Dockerの仕組みに最
適です。Dockerfileの内容を次に示します。ダウンロードしたファイル内
に、./routes/Dockerfileファイルがあります。

FROM java:openjdk-8u45-jdk
MAINTAINER info@kumuluz.com
RUN apt-get update -qq && \
    apt-get install -y wget git
RUN wget [...maven binaries...]&& \
         [...install maven...] 
RUN mkdir /app
WORKDIR /app
ADD ./app
RUN mvn clean package -Pdeploy
ENV JAVA_ENV=PRODUCTION
EXPOSE 8080
CMD ["java", "-server", "-cp", 
     "ui/target/classes:ui/target/dependency/*",
      "com.kumuluz.ee.EeApplication"]

ご覧のとおり、Dockerfileはかなり単純でわかりやすい内容です。必要
な依存先ファイルをインストールし、マイクロサービスをビルドし、さらに
マイクロサービスを実行するためのコマンドを指定しています。本記事
の例の場合、このDockerfileをすべてのマイクロサービスに対して使用で
きます。ただし最終行のコマンドでは、個々のDockerコンテナで実行する
マイクロサービスを指定してください。 
次に、すべてのマイクロサービスのDockerイメージをビルドする必要
があります。
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$ docker build -t trains/ui \
     –f ui/Dockerfile .
$ docker build -t trains/routes \
     –f routes/Dockerfile .
$ docker build -t trains/bookings \
     –f bookings/Dockerfile .

ビルド後のイメージは、DockerまたはDocker APIが使用される場所
に加えて、Docker Swarm、Kubernetes、各種PaaSプロバイダ、および同
様のサービスが使用される場所でも実行できます。イメージをテストす
るために、ローカルで実行できます。また、既存のイメージを使用して
ZooKeeperインスタンスを起動する必要もあります。忘れずに、マイクロ
サービスに対して必要な環境変数を渡してください（-eスイッチを使用し
ます）。以下の例では、デフォルトの172.17.42.1をDockerホストとして使用
します。必要に応じて、このアドレスを変更してください。

$ docker run -p 2181:2181 -d fabric8/zookeeper
$ docker run --name ui -p 3000:8080 -d \ 
  -e BASE_URI='http://172.17.42.1:3000' \
  -e ZOOKEEPER_URI=172.17.42.1:2181 trains/ui
$ docker run --name routes -p 3001:8080 -d \ 
  -e BASE_URI='http://172.17.42.1:3001' \
  -e ZOOKEEPER_URI=172.17.42.1:2181 trains/routes
$ docker run --name bookings -p 3002:8080 -d \ 
  -e BASE_URI='http://172.17.42.1:3002' \
  -e ZOOKEEPER_URI=172.17.42.1:2181 trains/bookings

これで、今回作成したマイクロサービス・アプリケーションにはhttp://
localhost:3000からアクセスでき、またroutesモジュールとbookingsモ
ジュールのRESTサービスには、それぞれhttp://localhost:3001とhttp://
localhost:3002からアクセスできるようになります。

まとめ
本記事では、オープンソースのKumuluzEEフレームワークを使用して、
標準Java EEでマイクロサービスを開発する方法について確認しました。
これまで説明したとおり、KumuluzEEフレームワークによって、マイクロ
サービスの構成とデプロイに関連するタスクが自動化されます。Maven
でのシンプルな依存性定義により、必要な実行環境が含まれる自己完結

型のスタンドアロンJARファイルを作成できます。そのため、アプリケー
ション・サーバーを必要とせずに、標準JRE内で実行できます。このように、
KumuluzEEを使用したマイクロサービスは最小限のフットプリントとな
るため、クラウド、PaaS、Dockerスタイルの環境での実行に適しています。
本記事の例では、Dockerスタイルの環境を使用しました。また、本記事で
は、ZooKeeperを使用したサービス検出の処理方法も確認しました。 
KumuluzEEは、Java EEでのマイクロサービス・アーキテクチャ構成を可
能にするツールです。その主な利点は、標準Java EE APIを使用してマイク
ロサービスを開発できることにあります。既存のアプリケーションをマイ
クロサービスに移植することも可能です。一見すると、マイクロサービス
は従来のアプリケーション・サーバーを利用する開発者に奇妙に映るか
もしれませんが、多くの技術者が、マイクロサービスがクラウドでのJava
の未来像であると考えています。どうぞ気軽にKumuluzEEをダウンロード
して試してみてください。</article>
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