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Spring Bootは、独特の手法によってSpringやJava EEを含むさまざまな技術を組み合わせて統合し、本番環境向けのWebアプリケーションを
素早く構築できるようにした仕組みです。シンプルなUIからさまざまな技
術にアクセスできるため、適切なコンポーネントを連動させて短時間で
部品を組み合わせることが可能で、そこにアプリケーション固有のナレッ
ジを追加できます。このアプローチに対する人気が高まっているのは、定
型コードの量やハウスキーピング作業を大幅に減らすことができるため
です。本記事では、やや複雑なUIと永続性レイヤーを含むシンプルなアプ
リケーションを設定する手順について、順を追って説明します。また、現在
のソフトウェア開発手法に従ったテストについても触れます。

使用の開始
Spring Bootでは、さまざまな方法で開発
を始めることができます。筆者はSpring 
Initializrをよく使用します。Spring Initializr
は、直接、またはお好みのIDE（NetBeans、
IntelliJ IDEA 14 Ultimate、またはEclipse
ディストリビューションであるSpring Tool 
Su i te）のウィザードから使用するWeb
サービスです。いずれの方法でも、Spring 
Initializrで表示される、複数のオプションを
選択できるメニューから、ワークロードの種
類や使用するテクノロジーを選択します。
パッケージの種類は、JARファイルとWAR
ファイルから選択できます。また、言語は
JavaとGroovyから選択でき、使用するJVM
のバージョンも1.6から1.8の間で指定でき

Spring Bootを使ってみる
長く待ち望まれてきた簡単なWebアプリケーション開発を実現する新しいSpringフレームワーク

JOSH LONG ます。JVMのバージョンは、できる限り1.8を選ぶようにします。その他の2
つのバージョンはすでに公式サポート期限が過ぎているためです。 
本記事では、さまざまな関連テクノロジーについても簡単に紹介

します。紹介するテクノロジーを組み合わせて便利なアプリケーショ
ンを作るのがどれほど簡単であるかを理解していただくためです。
今回の例では、ウィザードから「Web」、「JPA」（Java Persistence API）、
「REST Repositories」、「Vaadin」（UIライブラリ）、「Actuator」（Spring 
BootのWebサービス・コンポーネント）、「Remote Shell」、「H2」（デー
タベース）、「Thymeleaf」（テンプレート・エンジン）を選択します（図1）。
「Generate Project」をクリックすると、お好みのIDEで開くことができる

図1.プロジェクト・オプションの選択
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zipファイルをダウンロードできます。
プロジェクトを開くと、中に単純なpublic static void mainメソッドと空
の単体テストがあることがわかるでしょう。さらに、src/main/resources
ディレクトリの中には、staticとtemplatesという2つの空のディレクトリ
があります。サーバー・サイドで処理されるテンプレート（FreeMarker、
Velocity、Thymeleafなど）はtemplatesディレクトリに、クライアントに
直接送信される資産（JavaScript、画像、CSSなど）はstaticディレクトリに
格納されます。図2にディレクトリ構成を示します。この図には、サンプル
のThymeleafテンプレート（reservations.html）と、何の処理も行わずに
HTTPクライアントに送信する単純なhi.htmlファイルが含まれています。
まず、Mavenビルド・ファイルpom.xmlを開きます。Spring Initializrで
選択した内容に応じた依存性が含まれていることがわかります。さまざ
まなstarter-*という依存性がありますが、独特の依存性であり、コード
は含まれていません。別の依存性を取り込むだけです。たとえば、org.
springframework.boot:spring-boot-starter-data-jpaは、JPAを使用す
るために必要となる可能性があるすべてのものを取り込みます。具体的
には、もっとも新しく高機能なJPA 2仕様の型、最新のHibernateの実装、
SpringがサポートするJPA、ORM、JDBCなどが取り込まれます。
バージョン範囲の管理や、共通ライブラリへの依存性の列挙を行う必
要はありません。Mavenには、別のビルド・アーティファクトのビルド構成
をインポートまたは継承を行う機能があります。Springは、この機能を活
用して、バージョン範囲や、Servlet APIやHibernateの依存性などの必要
な項目を定義している有用な親ビルドを公開しています。この手法には、
2つのメリットがあります。1つ目は、事前に定義されている依存性のバー
ジョン宣言を省略できることです。2つ目は、新しいバージョンが登場した
際に、使用しているバージョンの親ビルドを単純に上書きすることによっ
て、最新バージョンのSpring Bootにアップデートできることです。関連付
けられている依存性はすべて、所定の方法で自動的にアップグレードさ
れます。

データは語る
それでは、単純なJPAエンティティReservation.javaを作成してみましょう。
サンプル・アプリケーションでは、このエンティティを操作してゆきます。

package com.example;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
@Entity
public class Reservation {

図2.いくつかのファイルを追加したプロジェクト・ディレク
トリ
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    @Id
    @GeneratedValue
    private Long id;

    private String reservationName;

    public Reservation(String reservationName) {
        this.reservationName = reservationName;
    }

    Reservation() {
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Reservation{" + "id=" + id +
                ", reservationName='" + 
                reservationName + '\'' +
                '}';
    }

    public Long getId() {
        return id;
    }

    public String getReservationName() {
        return reservationName;
    }
}

このReservationエンティティは単純なものですが、JPAの持つ力を
完全に活用できることを実証できます。ここでは、上位プロジェクトであ
るSpring DataプロジェクトのSpring Data JPAモジュールを使用します。
このモジュールは、Oracle Database、MongoDB、Neo4j、Cassandraなど
の他の永続化テクノロジーも同様にサポートしています。このモジュー
ルを使用すると、次のようなインタフェース・メソッドの命名規則に基づ
いてリポジトリ・オブジェクトを宣言的に定義できます。

interface ReservationRepository extends 

    JpaRepository<Reservation, Long> {

    Collection<Reservation> 
        findByReservationName(String rn);
}

このことを考慮した上で、@ B e a n プ ロバイダ・メソッド
をR e s e r v a t i o n S e r v i c e A p p l i c a t i o nクラスに定義します。
ReservationServiceApplicationクラスには、@SpringBootApplication
アノテーションが付加されています。そのため、このクラスは
@Beanプロバイダ・メソッドを配置できる@Con f i g u r a t i o nク
ラスでもあります。@Con f i gu r a t i onクラスでは、プロバイダ・メ
ソッドの戻り値として定義済みのB e a nを使うことができるた
め、コンポーネント自身に@Componen t、@Res tCon t ro l l e rな
どの定型的なアノテーションを付加する必要がなくなります。  
返されるオブジェクトはCommandLineRunner型で、Spring Bootアプリ
ケーションの起動時に実行されます。そのため、デモ用のサンプル・デー
タを挿入するのは、この場所が最適です。

@Bean
CommandLineRunner runner(ReservationRepository rr) {
    return args -> Stream.of(
        "Julia", "Mia", "Phil", "Dave", "Pieter",
        "Bridget", "Stéphane", "Josh", "Jennifer")
      .forEach(n -> rr.save(new Reservation(n)));
    }

Web
次に、Spring MVCを使用してREST APIを作成します（Spring Initializrで
選択することで、Jersey JAX-RSの実装やRatpackを作成することもでき
ます）。コードは、次のとおりです。

@RestController
class ReservationRestController {

    private final ReservationRepository 
                  reservationRepository;

https://twitter.com/oraclejavamag
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    @Autowired
    public ReservationRestController(
      ReservationRepository reservationRepository){
      this.reservationRepository = 
          reservationRepository;
    }

    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET, 
                    value = "/reservations")
    public Collection<Reservation> 
        getReservations() {
           return 
             this.reservationRepository.findAll();
    }
}

http://localhost:8080/reservationsを開くと、図3のようなJSON形式で
結果が返されます。
これはREST APIへの大変重要な第一歩となります。しかしここで実際に
行いたいのは、エンティティの状態遷移をマッピングし、HTTP動詞（メソッ
ド）で作成、照会、削除、更新といった操作を行えるようにすることです。そ
こで、先ほど手動で作成したREST APIを削除し、代わりに、その前に作成
したReservationRepository（これは、Reservationエンティティの作成、読
取り、更新、照会、削除の方法を知っています）にSpring Data RESTの処理
を行わせるようにします。 
そのために、リポジトリのコードを書き換え、必要となる
@RepositoryRestResourceアノテーションと@RestResourceアノテーショ
ンを付加します。

@RepositoryRestResource
interface ReservationRepository extends 
    JpaRepository<Reservation, Long> {

    @RestResource(path = "by-name", 
                  rel  = "by-name")
    Collection<Reservation> findByReservationName(
                  @Param("rn") String rn);
}

再度http://localhost:8080/reservationsを開くと、先ほどと同じ情報
に加えて、いくつかのリンクが表示されます。表示されているリンクは、
リソースのレスポンスに埋め込まれているメタデータで、クライアント
が使用する可能性があるペイロード関連パスのメニューとなります。
ResourceProcessorの実装を利用すると、カスタムのリンクを追加できま
す。結果をスクロールすると、それぞれのReservationには、selfという名
前で自身へのリンクが含まれていることがわかります。さらにスクロール
すると、searchリソースへのリンクがあり、先ほどのカスタム検索メソッド
findByReservationNameを検索リソースとしてエクスポートするリンクな
どを見つけることができます。これで、RESTクライアントは、/から始めて、
リンクが提供するハイパーメディア（HTTPで先ほどのようなリンクを表
す用語）と、どのような操作が可能かを確認できるHTTP OPTIONS動詞を
使って、特に前提知識がなくても、対話的にリソースを操作できるように
なります。
それでは、いくつかのWebアプリケーション機能を追加してみましょう。

ここでは、HTTPリクエストを受け取ってモデル・データを確立し、リクエス
トをレンダリングするためにThymeleafテンプレートに転送するSpring 
MVCコントローラを作成します。 

図3.結果として返されるJSONファイル
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@Controller
class ReservationMvcController {

    private final ReservationRepository 
                  reservationRepository;

    @Autowired
    public ReservationMvcController(
        ReservationRepository rr) {
        this.reservationRepository = rr;
    }

    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET, 
                    value  = "/reservations.mvc")
    public String renderReservations(Model model) {
        model.addAttribute("reservations", 
             this.reservationRepository.findAll());
        // find template named 'reservations'
        return "reservations"; 
    }
}

h t t p : / / l o c a l h o s t : 8 0 8 0 / r e s e r v a t i o n s 
.mvcへのリクエストは、最終的にsrc/main/resources/templatesディレク
トリにあるHTMLテンプレートを使ってレンダリングされます。テンプレー
トの内容は、次のとおりです。

<!DOCTYPE HTML>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <title> Reservations </title>
</head>
<body>
<H1> Reservations </H1>
<div th:each="r :${reservations}">
    <div>
        <b th:text="${r.id}">ID</b> -
        <span th:text="${r.reservationName}">
            Reservation Name

        </span>
    </div>
</div>
</body>
</html>

この結果は図4のとおりです。
REST APIを提供して、そのエンドポイントに接続するクライアントサ

イドのJavaScriptアプリケーションにサービスを提供するだけというア
プリケーションも多いでしょう。そのようなアプリケーションの資産は、
src/main/resources/staticディレクトリに格納されます。このディレクトリ
の内容は、加工されることはありません。
データ駆動型のユーザー・インタフェースを短時間で構築しようとし

ている場合は、高評価のオープンソースのVaadin Frameworkなど、UIコ
ンポーネントベースのアプローチを使用することもできます。今回の例
では、最初にSpring InitializrでVaadinも選択しました。そのため、Spring 
BootとVaadinを簡単に連携させるためのサード・パーティによる依存性
が追加されています。Vaadinは、GWT上に構築されており、UIコンポーネ
ントは、高速で応答性がよく、トランスコンパイルされたクライアントサイ
ドのJavaScriptで構成されています。しかし、Vaadinアプリケーションで
は、ビジネス・ステータスはサーバー上にあります。次に示すのは、Vaadin
コンポーネントを使ってReservationデータを表示する単純なデータ・グ
リッドです。

図4.現時点でのReservationアプリケーション
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@SpringUI(path = "ui")
@Theme("valo")
class ReservationUI extends UI {

    private final ReservationRepository 
                  reservationRepository;

    @Autowired
    public ReservationUI(ReservationRepository 
                         reservationRepository) {
        this.reservationRepository = 
            reservationRepository;
    }

    @Override
    protected void init(VaadinRequest request) {
        Grid table = new Grid();
        BeanItemContainer<Reservation> container = 
            new BeanItemContainer<>(
              Reservation.class, 
              this.reservationRepository.findAll());
        table.setContainerDataSource(container);
        table.setSizeFull();
        setContent(table);
    }
}

これで完了です。http://localhost:8080/uiを開くと、アプリケーションが
実行され、図5の画面が表示されます。

テスト
通常は、アプリケーションのすべての部分に対してテストを行う必要があ
ります。 Spring MVCテスト・フレームワークには、柔軟なドメイン固有言語
（DSL）が組み込まれているため、HTTPエンドポイントを非常に簡単に実
行できます。

@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@SpringApplicationConfiguration(classes =
    ReservationServiceApplication.class)
@WebAppConfiguration
public class ReservationServiceApplicationTests {

    private MediaType mediaType = 
        MediaType.parseMediaType(
            "application/hal+json");

    private MockMvc mockMvc;

    @Autowired
    private WebApplicationContext 
            webApplicationContext;

    @Before
    public void before() throws Exception {
        this.mockMvc = 
            MockMvcBuilders.webAppContextSetup(
              this.webApplicationContext).build();
    }

図5.UIライブラリを使用したアプリケーション
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    @Test
    public void contextLoads() 
        throws Exception {
            this.mockMvc.perform(
                get("/reservations")
                .accept(this.mediaType))
                .andExpect(content().
                   contentType(this.mediaType))
                .andExpect(status().isOk());
    }
}

このコードでは、JUnitやTestNGと連携してカスタム・テストを実行する
Spring MVCテスト・フレームワークを使用しています。このテスト・フレー
ムワークは、疑似統合テストに理想的です。ここでは、このフレームワーク
を使って、まったくソケットに接続せずにサンプルのSpring Bootアプリ
ケーションを立ち上げてみます。Spring MVCテスト・フレームワークは、
Spring MVCのすべての機能を使用して呼び出しを行い、実際にすべての
Webコンポーネントを実行しますが、実際に着信するHTTPのTCPパケッ
トをリスンするソケットを使用せずにこの処理を行っています。つまり、フ
レームワークの機能やリクエストの処理を担当するコンポーネントをテ
ストするためだけにコンテナを立ち上げる必要はないということです。

本番環境
だいぶ面白いアプリケーションになってきました。しかし、面白いだけで
は不十分です。ソフトウェアは、デプロイしなければなりません。Michael 
Nygard氏の素晴らしい著書『Release It!』を読んだことがあるなら、「コー
ドの完成」と「稼働準備完了」の間の最後の一歩は、大変長い道のりにな
る可能性があることをご存知でしょう。たくさんの組織の担当者から話を
聞けば、アプリケーションのコードを本番環境に移す前に満たす必要が
ある非機能要件、それもどこかのWikiページに埋もれているような要件が
うんざりするほどあることがわかるはずです。 
こういった話は、まったく面白いものではなく、差別化要因でもありま
せん。アプリケーションの環境はどんなものでしょうか。成長指標をどのよ
うに取得しますか。アプリケーションは、健全性を示すことができるエン
ドポイントを提供しているでしょうか。どのバージョンのサービスが稼働

しているかをどのように見分けるでしょうか。トラフィックが多いのは、ど
のHTTPリソースでしょうか。こういったことをはじめとするさまざまな問
いには、Spring Boot Actuatorが自動的に作成するエンドポイントが回
答してくれます。Spring Boot ActuatorはSpring Bootのモジュールのひと
つで、本番環境のアプリケーションの操作をサポートするために設計さ
れています。Spring Boot Actuatorは、一般的にコードを本番環境に移す
際に制約となるさまざまな非機能要件の軽減または削除に役立ちます。
この仕組みによって、/health、/beans、/trace、/mappings、/metrics、/env
などのさまざまな管理エンドポイントが追加されます。こういった便利
なエンドポイントは、簡単にカスタマイズすることもできます。ここでは、
application.propertiesファイルに次のプロパティを指定し、管理エンドポ
イントの接頭辞を変更してみます。Spring Bootは、設定キーとその値をこ
のファイルとapplication.ymlから探します。 

management.context-path=/admin

このプロパティが設定されていると、ユーザーは/admin/health、
/admin/envなどにアクセスする必要があります。CLASSPATHにspring-
boot-starter-securityを追加すると、デフォルトのHTTP BASIC認証のプロ
ンプトが表示されるようになります。コンソールには、デフォルトのユー
ザー名とパスワードが出力されます。適切なSpring Securityオプション
を設定する代わりに、HTTP BASIC認証のチャレンジをSpring Security 
AuthenticationProviderに委譲することもできます。 
システムの健全性を計測するhealthエンドポイントも興味深いもので
す。このエンドポイントは自動的に、稼働中のテクノロジーについて最大
限の情報を提供してくれます。たとえば、ファイル・システム、DataSource
コネクション・プール、JavaMail、JMS、Cassandra、Elasticsearch、Solr、
MongoDB、RabbitMQ、Redisなどのテクノロジーについての情報が得ら
れます。必要に応じて、このデータをHealthIndicatorセマンティックに追
加することもできます。
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@Bean
HealthIndicator customHealthIndicator() {
    return new HealthIndicator() {
        @Override
        public Health health() {
            return Health.status("I <3 Java!")
                         .build();
        }
    };
}

このコードで取得できるデータを図6に示します。
アプリケーションは、リクエストされたHTTPリソース数、使用可能なメ
モリ、ロードされたクラス数など、一般的な指標を自動的に収集します。さ
らに、アプリケーションのどのコンポーネントでも、CounterServiceをイン
ジェクションしてセマンティック指標を生成できます。DropWizard Metrics

という優れたライブラリのMetricReporterを設定するか、あるいはSpring 
Bootに組み込まれているいずれかのMetricWriterの実装をそのまま使用
すれば、Graphite、StatsD、OpenTSDBなどの単一の統合ダッシュボード
で、アプリケーションの指標を収集してグラフ化することができます。
同様に、アプリケーションの実行も簡単です。Spring Init ial izrの
Packagingで「Jar」を選択すると、自己完結型のJARベースのデプロイを使
用できます。または、「War」を選択して、Apache Tomcat/TomEE、Oracle 
WebLogicまたはGlassFish、Payara Micro、IBM WebSphere、Red Hatの
WildFlyアプリケーション・サーバーなどの任意のサーブレット・コンテ
ナにデプロイすることもできます。CloudFoundry、Heroku、Google App 
Engine、OpenShiftなどの最新クラウド環境でも、Spring Bootアプリケー
ションを実行できます。

まとめ
この短いチュートリアルは、表面的な点をわずかに説明したものにすぎま
せん。Spring Bootを使うと、JAX-RS、JMS、Servlet API、JTA、JDBCなどの多
くのJava EE技術をはじめとしたさまざまな技術だけでなく、Springエコシ
ステムのあらゆるコンポーネントも統合できます。また、Spring Bootは、
マイクロサービスベースの分散システムの作成をサポートするために設
計された一連のコンポーネントであるSpring Cloudの基盤にもなってい
ます。Spring Bootは、一般的なタスク向けのデフォルト設定を活用する
ことによって開発を進めることができるという独特な手法です。そのよう
な設定の多くは、それぞれの分野の先頭に立つ業界のエキスパートが定
義、提供しています。まずは、Spring Initializrをチェックしてみてください。
</article>

Josh Long（@starbuxman）：PivotalのSpringデベロッパー・アドボケー
ト。Java Champion。プログラミングに関する5冊の書籍（近日発刊予定の
『Cloud Native Java』を含む）と3つのベストセラー・ビデオ・トレーニン
グの著者で、長年にわたってオープンソースにも貢献。

図6.アプリケーションの健全性監視データ
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