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本シリーズのパート1 では、
JavaFXアプリケーションで

Springフレームワークを活用し、
依存性注入（DI）によってユー
ザー・インタフェース間の関連付
けを行う方法について説明しまし
た。 この方法を紹介する際に、
複数の画面とバックエンドの Web
サービスで構成されるサンプルの
顧客データ・アプリケーションを
使用しました。

パート2 では、アプリケーショ
ンの中心となるデータ画面の構築
方法について説明します。 UI の
作成には、JavaFX TableView を
使用します。この TableView の更
新は、Spring RestTemplate を使
用して、1 行で記述できるWeb
サービスの呼び出しによって行
います。 さらに、アプリケーショ
ンのセキュリティを強化するため
に、ログイン・ページと、Spring
の認証 / 認可機能を使用した権
限ベースのセキュリティ機能を追
加します。

本記事の最後では、Java EE 標
準ベースの DI を使用した別の実
装方法を紹介し、Springフレーム
ワークなどのJava EEテクノロジー
をクライアント・アプリケーション

で使用するメリットとデメリットを
説明します。

JavaFX TableViewの使用
TableView は、JavaFX 2 で新た
に導入されたもっとも重要なコン
トロールの 1 つであり、本記事で
作成する顧客データ・アプリケー
ションのようなデータ中心型アプ
リケーションの中核を成すもので
す。

HTML のテーブルとは異なり、
TableView はレイアウトを目的と
したものではなく、むしろ、スプ
レッドシートや Swing の JTable
コントロールに近い機能を有しま
す。 任意の数の列にプロパティ
を定義でき、各列にはテーブルの
データ・オブジェクトのプロパティ
から取得したデータが表示されま
す。

TableView では下層のモデル
として、データ・オブジェクトの
ObservableList を使用します。
データ・オブジェクトを直接変更
することで、TableView 内に描画
されるデータを動的に更新できま
す。 TableView の重要な要素に
ついて、図 1に視覚的に示します。

テーブルを作成する際に、開

発者が TableRow インスタン
スについて考慮する必要は特
にありません。TableRow は、
ObservableList の各項目に基
づいて自動的に生成されます。 
開発者が行う作業は、オブジェ
クトの各プロパティに対応する
TableColumn インスタンスの設
定と、各セルに対して作成される
ノードをカスタマイズするための
TableCell ファクトリの作成（オプ
ション）だけです。 

JavaFX でオブジェクトを作成す

る方法は 2 種類あり、標準のコン
ストラクタおよび setter を使用す
るか、またはオブジェクト・ビル
ダーを使用します。 オブジェクト・
ビルダーを使用する方がコード量
の削減と可読性の向上につなが
るため、本記事のサンプルではオ
ブジェクト・ビルダーを使用して
テーブルを設定しています。 デー
タ・テーブルを作成するためのメ
ソッドをリスト1に示します。
リスト1のコードには注目すべ

き点がいくつかあります。

Spring を利用して、JavaFX アプリケーションの中心的なデータ画面を構築する
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 ■ JavaFX のビルダーは完全に型保証さ
れています。 そのため、ジェネリクス

（総称型）の宣言がやや複雑ですが、
実行前のコンパイル段階で誤りを検
出できます。

 ■ モデルの関連付けは、各項目を含む
ObservableList を指定するだけで簡
単に実行できます。

 ■ プロパティの参照にはプロパティ名を
使用します。プロパティは、デフォル
トの CellFactory によって、Labelコン
トロール内に含まれるテキスト文字列
として描画されます。 

 ■ テーブルのスタイルは、インライン・
スタイルで設定しています。 このスタ
イル設定を CSSファイルに移動して、
コードから取り除くこともできます。
この少ないコードだけで、図 2のよう

な見栄えの良いデータ・テーブルを作
成できます （図 2には著名な Java 技術
者の名前が並んでいますが、何人お分
かりでしょうか）。 デフォルトでは、列の
リサイズやソート、さらに並べ替えまで

も、ドラッグ・アンド・ドロップで実行
できます。

1 行で記述できるWebサービス
Spring RestTemplate は、HTTP ベース
の Web サービスにアクセスするための、
優れたクライアント向けライブラリです。 
Spring のモデル・ビュー・コントロー
ラ（MVC）型のバックエンドと透過的
に連携するだけでなく、適切なスタブ・
オブジェクトを作成することで、標準の
JAX-RS Web サービスと連携することも
できます。

設定を少し行うだけで、ほとんどの
RestTemplateの操作を1行のJavaコー
ドで記述できるようになります。 たとえ
ば、すべての顧客のリストをバックエン
ドから取得するために必要な作業は、リ
スト2のように、1 行のコードを実行す
るだけです。 このコードでは、最低限
のパラメータ（Web サービスの URL、
戻り型に適合したモデル・オブジェクト）
のみを指定しています。

この 1 行のコードを動作させるために
は、ちょっとした設定が必要です。 まず
必要となるのが、RestTemplate のイン
スタンスです。Spring の変数を使用し、

このインスタンスをモデル・クラスに直
接インジェクションできます（リスト3参
照）。

この変数の設定後、

すべてのリストのテキストをダウンロード

@SuppressWarnings("unchecked")
private Node createDataTable() {
    StackPane dataTableBorder = new StackPane();
    dataTableBorder.getChildren().add(tableView);
    dataTableBorder.setPadding(new Insets(8));
    dataTableBorder.setStyle("-fx-background-color: lightgray");
    tableView.setItems(controller.getCustomers());
    tableView.getColumns().setAll(
        TableColumnBuilder.<Customer, String>create()
            .text("First Name")
            .cellValueFactory(
new PropertyValueFactory<Customer, String>("firstName"))
            .prefWidth(204)
            .build(),
        TableColumnBuilder.<Customer, String>create()
            .text("Last Name")
            .cellValueFactory(
new PropertyValueFactory<Customer, String>("lastName"))
            .prefWidth(204)
            .build(),
        TableColumnBuilder.<Customer, String>create()
            .text("Sign-up Date")
            .cellValueFactory(
new PropertyValueFactory<Customer, String>("signupDate"))
            .prefWidth(351)
            .build()
    );
    tableView.setPrefHeight(500);
    return dataTableBorder;
}

リスト1         リスト2         リスト3         

図2
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CustomerAppConfiguration 内で Bean
定義を使用して値をインジェクションで
きます（リスト4参照）。

Customer オブジェクトは、ID、日付、
名前の getterとsetter を含む単一のク
ラスです。 重要な点として、このクラス
はサーバー上で使用するクラスと完全に
同一であるため、冗長なコードが存在
しない点に注意してください。
注：Customer オブジェクトやバッ

クエンド・サーバーのコードを含む全
ファイルのソースコードについては、
GitHubプロジェクトを確認してください。

サーバーのオブジェクトを取得するた
めに RestTemplate を呼び出した後は、
以下のようにテーブルの ObservableList
の内容を更新するだけで、テーブルの
値を設定できます。

モデル・クラスのコードをリスト5に
示します。リスト5 には、テーブルおよ
びバックエンドの Web サービスに顧客
を追加するメソッドや、顧客を削除する
メソッドも含まれています。

注目すべき点は、RestTemplate を使
用した顧客の新規追加や削除が、リスト
の取得と同じくらい簡単であり、1 行で
記述できるところです。 同様に、テーブ
ル・モデルの更新も、ObservableList
型のリストであるcustomers に対し、要
素を追加または削除するだけの単純な
操作です。その操作の結果は UI に即座
に反映されます。

Spring Security による認証と認可

前項までに、データを操作するための
サーバー上のルーチンを作成できたた
め、次にログイン画面を追加し、さらに
アクセス権のないユーザーがデータベー
スを削除できないように、クライアント
側で何らかの認可機能を追加する必要
があります。 クライアントでの認証や認
可はアプリケーションのセキュリティに
とって重要な要素ですが、サーバー側
での同等のセキュリティ制御に置き換わ
るものではありません。 サーバー側と
クライアント側の両方で適切なセキュリ
ティを確保することにより、許可された
操作を UI に即座に反映しつつ攻撃者か
らデータを保護するというメリットが得
られます。

本記事では、クライアント側の認証と
認可の設定方法について説明します。 
下層のモデルとしてSpring Security を
使用しているため、サーバー側のアプリ
ケーションとまったく同じセキュリティ制
御を適用できるというメリットがありま
す。

グラフィカル・ツールの Scene 
Builder を使用して、ログイン・ダイア
ログ・ボックスを完全に FXML 形式で作
成します。次に、画面設定ファイル内で
Bean 定義メソッドを 1 行で記述し、こ
のログイン・ダイアログ・ボックスをイ
ンスタンス化します（リスト6参照）。 
この結果、FXML 形式のログイン定義が
インスタンス化され、アプリケーション
に関連付けられて、図 3のダイアログ・
ボックスが表示されます。

ログイン・ダイアログ・ボックスの
機能を有効にするためには、認証情
報をチェックするログイン機能を備え
たコントローラ・クラスを作成する必

this.customers.setAll
customers) 

@Bean
RestTemplate restTemplate() {
    RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
    restTemplate.setMessageConverters(
Collections.<HttpMessageConverter<?>>singletonList(
new MappingJacksonHttpMessageConverter()));
    return restTemplate;
}

リスト4         リスト5         リスト6         

すべてのリストのテキストをダウンロード
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要もあります。この機能は、Spring の
AuthenticationManager を使用して実
現します（リスト7参照）。

リスト7 の LoginControllerクラスで
は、以下のアノテーションをそれぞれ
異なるコンテキストで利用することで、
UIダイアログ・ボックスおよび Spring 
AuthenticationManagerへのバインディ
ングを行っています。

 ■ @Autowired：変数の名前または型
に基づいてBean インスタンスをイ
ンジェクションするための Springア
ノテーション。 このサンプルでは、
AuthenticationManager にアクセス
するために使用。

 ■ @FXML（変数に対して）：対応する
fx:idプロパティを持つ UI シーン・グ
ラフ・ノードをインジェクションする
ための JavaFXアノテーション。コント
ローラからUIを操作するために使用。

 ■ @FXML（メソッドに対して）：メソッ
ドを UI 定義に対して公開するため
のアノテーション。これにより、任
意の UIアクションまたはイベントで
#methodName 構文を使用すること
で、このメソッドを呼び出すことが可
能。

コントローラのコードの大部分は
login メソッドです。loginメソッド
は、ユーザーの入力に基づいて新し
い認証トークンを取得し、Spring の
AuthenticationManager に対する認証
を試みます。 認証に失敗した場合は、
AuthenticationException がスローされ
ます。この例外は、ユーザーのログイ
ン名またはパスワードが、ユーザー・ス
トアに保存されている認証情報に一致
しないことを示します。

最後に、セキュリティ定義のコード
が必要になります（リスト8参照）。 
LDAP、OAuth、SAML や、カスタムの
認証プロバイダさえも含む、任意の認
証システムを利用できます。 本記事の
サンプルでは、プレーンテキストのパス
ワードを Spring 設定ファイルに埋め込
む、単純な認証プロバイダを使用しま
す。
警告： お分かりかとは思いますが、

本番アプリケーションではプレーンテ
キストのセキュリティ・プロバイダを決
して使用しないでください。クライアン
ト側の JARファイルを開くことで、す
べてのパスワードが漏洩してしまうから
です。 適切なパスワードの選択という

public class LoginController implements DialogController {
    @Autowired
    private AuthenticationManager authenticationManager;
    private ScreensConfiguration screens;
    private FXMLDialog dialog;
    public void setDialog(FXMLDialog dialog) {
        this.dialog = dialog;
    }
    public LoginController(ScreensConfiguration screens) {
        this.screens = screens;
    }
    @FXML Label header;
    @FXML TextField username;
    @FXML TextField password;
    @FXML  void login() {
        Authentication authToken = 
new UsernamePasswordAuthenticationToken(
username.getText(), password.getText());
        try {
            authToken = 
authenticationManager.authenticate(authToken);
            SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(
authToken);
        } catch (AuthenticationException e) {
            header.setText("Login failure, please try again:");
            header.setTextFill(Color.DARKRED);
            return;
        }
        dialog.close();
        screens.showScreen(screens.customerDataScreen());
    }
}

リスト7         リスト8         

すべてのリストのテキストをダウンロード

図3
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問題はさておき、このサンプルの社員
（employee）は、公開されるパスワー
ドにユーモアを取り入れているようで
す。 

設定の完了後は、特定のロールを持
つユーザーのみが情報にアクセスできる
ようにするために、アプリケーション内
のメソッドに制限をかけることができま
す。そのための作業は簡単で、メソッド
に Spring の Secured アノテーションを
付加するだけです（リスト9参照）。

セキュリティの動作を実際に確認する
ための「Remove」ボタンの UI 定義を
リスト10に示します。このボタンは、ア
クション・ハンドラの呼び出し時に、選
択中の顧客をテーブルから削除します。

ここで、権限のないユーザーがログイ
ンした場合には、 
AccessDeniedException がスローされ
ることに注目してください。この例外を
キャッチして、本シリーズのパート1 で
作成したエラー・ダイアログ・ボックス
を表示します。

JSR 330に基づく依存性注入 
これまでは Spring の設定および DIメ
カニズムを使用してきましたが、より移
植性の高い実装を行うにはどうすれば
よいでしょうか。 JSR 330 は、Spring、
Guice、任意の Java EE 6 サーバーを含
む複数のプロバイダ上で動作する標準
的な DI システムを提供します。 しかし、
JSR 330 を利用するためには、現在のサ
ンプル・アプリケーション・コードの一
部をリファクタリングする必要がありま
す。

まずは、JSR 330 の中心的なアノテー
ションについて理解し、これまで使用し
てきた Springアノテーションとの関係に
ついて確認します。 使用する必要のあ
るJSR 330アノテーションを表 1に示し
ます。

これ以降では、パート1 で使用した
Spring JavaConfig の代わりに表 1 のア
ノテーションを使用し、さらに標準に準
拠した実装を行います。
注：本記事の変更を反映したアプリ

ケーションのソース・コードはこちらか
らダウンロードできます。 

Springアプリケーションで JSR 330 の
アノテーションを使用するためには、以
下の 2 つのアプリケーション設定を行う
必要があります。

1. javax.injectとspring-context の
各ライブラリをインポートします。 
これに対するMaven の依存関係
全体については、プロジェクトの
pom.xmlファイルで確認してくだ
さい。

2. 設定ファイルに @
ComponentScan アノテーション
を追加します。 また、以下のよう
な完全なアノテーション定義で、
basePackage を指定する必要もあ
ります。

後は、Spring の各種アノテーションを
JSR 330 の対応するアノテーションに変
更するだけです。また、別のモデルを
利用するためのリファクタリングも行い
ます。

それぞれの UIとモデル抽象概念に対
して筆者が行った変更は以下のとおりで
す。
コントローラ：コントローラ・クラスはす
でに十分に抽象化されていました。 そ
のため、Java Config を使用してコント
ローラを作成し直すのではなく、各コン
トローラ・クラスに @Named アノテー

@ComponentScan(
basePackages=
"steveonjava.client")

表1

アノテーション/インタ
フェース

対応するSPRING
の要素 推奨する使用方法

@Inject @Autowired @Injectを指定することで、変数
またはコンストラクタ引数に対す
るDIを実行できるため、単純に@
Autowiredと置き換える。

@Named @Component インジェクション可能な要素につい
ては、クラスに対して@Namedアノ
テーションを使用してマークし、名
前を付ける。

Provider FactoryBean Providerインタフェースを使用し
て、getメソッドの呼び出し時に実
装を作成するためのファクトリ・ク
ラスをマークする。

@Secured("ROLE_MANAGER")
public void remove(Customer customer) {
    restTemplate.delete(
"http://localhost:8080/crm/customer/" + customer.getId());
    customers.remove(customer);
}

リスト9         リスト10         

すべてのリストのテキストをダウンロード
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ションを付加し、コンテナが型に基づ
いてコントローラをインスタンス化でき
るようにしました。 また、すべての @
Autowired アノテーションを @Inject に
置き換えました。

少し整理して、ダイアログ（Stage）
を設定するための基底クラスを削除し、
代わりに次のような JavaFX のテクニッ
クを使用して、FXML のルート要素から
Stage にアクセスできるようにしました。

ダイアログ・ボックス：Spring 
JavaConfig は、1 つのクラスから複数
の FXMLDialog インスタンスを作成する
ための優れたメカニズムを提供してい
ます。しかし、JSR 330 ではクラス・ベー
スのアノテーションを使用します。その
ため、ダイアログ・ボックスの定義を複
数のサブクラスに分割し、各サブクラス

で FXMLDialog を継
承して、型に基づい
て参照するための @
Named アノテーショ
ンを追加しました。 

ダイアログ・ボッ
クスの作成を遅らせ、
ダイアログ・ボックス
を呼び出すたびに別
個の UI インスタンス
を作成する機能につ
いても検討する必要
がありました。 この
仕組みがなければ、
ダイアログ・ボックス

の情報が、次に利用されるまでそのま
ま残ります（たとえば、Add Customer
ダイアログ・ボックスを再度開いたとき
に、前回利用したユーザーの入力した
情報が誤って保持されます）。 この状況
は、まさに JSR 330 のプロバイダを利用
すべきケースであるため、FXMLDialog
とサブクラスを、JavaFX Stage オブジェ
クトの Providerとなるようにリファクタリ
ングしました。
リスト11に、新しい

FXMLDialogProviderクラスのソース・
コード全体を示します。

FXML をロードするコードも更新され
ており、FXMLファイル内に指定された
型に基づいてコントローラを作成するよ
うになっていることに注目してください。 
この方法で、Spring JavaConfig に依存
せずにコントローラ・クラスを作成でき
ます。そのため、ScreensConfiguration
ファイルも削除できます。

これらの変更によって、以下を除き、
すべての Spring DI への依存性を除去で
きます。

 ■ コンテキストのロード： 変更後もstart
メソッド内で、AnnotationConfigAp
plicationContext を使用してSpring
をブートストラップする必要がありま
す。

 ■ コントローラのインスタンス化： JSR 
330 では、型によるオブジェクトの動
的ローディングがサポートされない
ため、applicationContext.getBean

（Spring）や injector.getInstance
（Guice）などのプロバイダ固有の拡
張機能を使用する必要があります。
変更後のコードでもRestTemplateと

((Stage) root.getScene().
getWindow()).close();

public class FXMLDialogProvider implements Provider<Stage> {
    @Inject
    private ApplicationContext applicationContext;
    private final StageStyle style;
    private final URL fxml;
    
    public FXMLDialogProvider(URL fxml, StageStyle style) {
        this.style = style;
        this.fxml = fxml;
    }

    @Override
    public Stage get() {
        Stage dialog = new Stage(style);
        dialog.initModality(Modality.WINDOW_MODAL);
        dialog.initOwner(CustomerApp.getPrimaryStage());
        try {
            FXMLLoader loader = new FXMLLoader(fxml);
            loader.setControllerFactory(
new Callback<Class<?>, Object>() {
                @Override
                public Object call(Class<?> aClass) {
                    return applicationContext.getBean(aClass);
                }
            });
            dialog.setScene(new Scene((Parent) loader.load()));
        } catch (IOException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
        return dialog;
    }
} 

リスト11         

すべてのリストのテキストをダウンロード

新しい 
コントロール
TableViewは、 
JavaFX 2で新た
に導入されたもっ
とも重要なコント
ロールのひとつで
あり、データ中心
型アプリケーショ
ンの中核を成すも
のです。
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Spring Security を使用していますが、こ
のことにより、異なるDIコンテナへのサ
ンプル・アプリケーションの移植性が損
なわれることはありません。

まとめ
本記事では、Spring の優れた機能を利
用してアプリケーションを改善する方法
について説明しました。また、1 歩進ん
で、標準に準拠したアプリケーションに
するための方法も説明しました。 しかし、
新しいテクノロジーを追加するほどアプ
リケーションは複雑化するため、本当に
投資に見合うのか検討する必要がありま
す。

すでにサーバー側で Spring を使用し
ている場合は、難しいことではありませ
ん。 今あるSpring の知識をクライアン
ト側に適用し、コードベースのクライア
ント側とサーバー側の両方でモデル・オ
ブジェクトを再利用できます。また、た
びたび発生するSpring のバグや難しい
設定の問題に対処するための備えも十
分にあります。 Spring に関する現在の
専門知識を活かして、本記事で説明し
た内容以外に、アプリケーションの最適
化や改善のための多数の手段を見つけ
出すこともできるでしょう。

一方、Java EE バックエンドに対して
これまで大きな投資を行ってきた場合
は、クライアント側での Spring への依
存性を最小限に抑えたいところです。 そ
の場合は、JSR 330 標準のアノテーショ
ンを利用することで柔軟性が向上し、将
来的には別の DIコンテナ（Guice など）
に切り替えることも可能になります。 ま
た、異なるRESTライブラリ（Jersey な
ど）を利用する場合もあるでしょう。そ

の際には、クライアント向けのデータを
取得するために、サーバー側の単体テ
ストで使用しているコードを再利用でき
ます。

これまでサーバー側の DIコンテナに
それほど多く投資していない場合は、メ
リットがコストを上回るかを検討する必
要があります。 クライアントへの Spring
の実装には、以下のような、乗り越えな
ければならないいくつかの障害がありま
す。

 ■ 多数の JARファイルと依存性： 本記
事のサンプル・プロジェクトは、最終
的に 21 の JARファイルで構成され、
サイズは 5MB になりました。 そのた
め、アプリケーションのダウンロード・
サイズが増加しています。クライアン
ト側では、ユーザーがアプリケーショ
ンを起動する前にアプリケーション全
体のダウンロードの完了を待つ必要
があるため、このサイズが問題となり
ます。

 ■ エラー・メッセージの分かりにくさ： 
Spring（およびあらゆるDI システム）
では、アプリケーション・コードが原
因となって生じたエラー・メッセージ
はマスキングされることが多いため、
問題が一層複雑化します。 根本的な
原因が見つかるまで少なくとも2 ～ 3
段階の間接的な経路をたどる必要が
あり、正確なエラー状況がレポートさ
れないという問題がよく発生すること
を理解しておく必要があります。

 ■ 起動時間と初期化の順序： 一般的に、
サーバー側のシステムは高いスルー
プットを達成するように最適化されて
おり、起動時間や初期化の順序は重
要視されていません。 DI を使用する

場合は、初期化の順序に対する制御
の大部分が取り除かれるため、起動
コストの追跡が難しくなります。
これらの問題は、ユースケースやアプ

リケーション・プロファイルによっては
問題にならない場合もあります。また、
アプリケーションが複雑化するほど、こ
れらの問題はささいなものになると考え
られます。 一方、DI のメリットの多くは、
プロジェクトが複雑化しチームの規模が
拡大する場合にこそ真価を発揮します。
そのため、アプリケーションが今後拡大
し、長期的な維持サイクルが見込まれ
る場合は、Spring などのフレームワー
クをクライアント側で利用するための先
行投資をしておくことで、長期的には大
きな見返りが得られます。 </article>
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