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JavaFX 
Scene 

Builderを使用す
る効果について、
著者Adam Bien
の説明を聞く

WYSIWYG（What-You-See-Is-
What-You-Get、「見たまま

が手に入る」）方式の Java エディ
タは、90 年代半ばに登場して以
来、迅速な開発や生産性の向上
を約束してきました。 通常、UI
の構築は、コードの自動生成と変
更不可能な領域を基盤としていま
した。 開発者は自動生成された
コードが正しいと信じるしかなく、
モデリングに誤りがあれば UI が破

損することもよくあり、落胆したも
のです。 自動生成されたコードを
分離する明確な方針がなければ、
WYSIWYG による開発も、すぐに
保守不可能で、各種ベンダーの独
自仕様の Java エディタに大きく依
存したものとなってしまいます。

JavaFX 2 には Scene Builder が
付属しています。Scene Builderは、
UI を視覚的に作成するための
ツールです。 本記事では、Scene 

Builder で作成した結果を、複数
のビューから成るエンタープライ
ズ・アプリケーションに統合する
実用的な方法について、作成 / 読
取り/ 更新 / 削除（CRUD）のサ
ンプルを使用しながら説明します。 

サンプルの CRUD アプリケー
ション「AirHacks Control」（図 1）
は、数日間に及ぶイベントの参加
者情報を簡単に管理できるアプリ
ケーションです。 参加者は登録し
た日程に応じて特定のタブに表示
されます。 すでに登録されてい
る参加者の情報は表や入力領域
を使用して管理できます。 データ
はローカルの Apache Derbyデー
タベースに保存されますが、この
データベースは、全体的な設計
はそのままでサーバーにも簡単に
移行できます。
注：AirHacks Control 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。

エンタープライズの意味
コンシューマ・アプリケーション（一
般消費者向けアプリケーション）

とエンタープライズ・アプリケー
ション（企業向けアプリケーショ
ン）の境界は曖昧になってきてい
ますが、エンタープライズ・アプ
リケーションでは依然として、多
様な要件とプロセスを扱います。 
一方、成功を収めるコンシューマ・
アプリケーションは、1 つの問題
に特化し、その問題を可能な限り
洗練された方法で解決するという
傾向にあります。 ブランティング
や、1 ピクセルもずれることのな
い位置設定、さらには美しいドッ
ク・アイコンさえも、コンシューマ・
アプリケーションの商業的な成功
には大きく寄与します。

エンタープライズ・アプリケー
ションも不格好である必要はない
のですが、洗練された外観が第 1
目標ではありません。 もっとも重
要とされるのは、長期的な保守性
が確保され、ユースケースやユー
ザー・ストーリーがビュー（画面）
にそのまま反映されることです。 

また、エンタープライズ・アプ
リケーションでは、REST、SOAP、
IIOP や、その他の独自仕様のプロ

JavaFX Scene Builderで作成した結果を複数のビューから成るエンタープライズ・
アプリケーションに統合するための実用的な方法
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トコル経由で公開されるサーバー上に、
すべてのビジネス・ロジックを配置しま
す。一方、コンシューマ・アプリケーショ
ンでは、各種クラウド・プロバイダが提
供することも多いビジネス・ロジックを
より多く含めて、バックエンドとの通信
頻度を減らす傾向にあります。

成功を収めるコンシューマ・アプリケー
ションの UI は、デザイナーやユーザビ
リティの専門家の影響を大きく受けます
が、エンタープライズ・アプリケーショ
ンの UI は通常、ドメインの
専門家やユーザーからの機
能拡張要求（RFE）を直接
反映したものになります。

本記事では、一般的に大
規模な開発チームを要し、
その結果として、より簡潔で
明快な構成が求められる、
エンタープライズ・アプリケー
ションに焦点を絞ります。

Scene Builder の XMLの 
本質
DRY（Don't Repeat Yourself、「重複の
排除」）原則によって、XML は実用的
な Java EEアプリケーションから姿を消し
ました。 影響を受けるクラスに直接アノ
テーションを配置することで、重複なし
で必要なメタデータを管理できるように
なり、Java EE は極めて生産的になりまし
た。 Java EEでの開発を始めるためには、
いくつかのアノテーションのみを知って
いれば済みます。

Scene Builder の大部分は XML に基
づいています。 UI 定義は、FXMLと呼
ばれるXML 方言で管理されます。 た
だし、XML を使用しているものの、重

複は発生しません。 実際、生成される
FXML は「唯一の真実（Single Truth）」
であり、DRY 原則に従っています。 また、
平均的な Java EEアプリケーションと一
般的な UIとの最大の相違点は、必要と
なる設定やメタデータの量にあります。 
 一般的な UI では平均的な Java EEアプ
リケーションよりも利用できる規約の数
が少なく、1 つの単純なビューでも、色、
レイアウト、位置、サイズの設定が必要
になります。そのため、一般的な UI の

設定量は、あらゆるJava EE
アプリケーションの設定量を
大きく上回ります。

FXMLファイルは、実際に
は javafx.fxml.FXMLLoader 
ファクトリの設定情報に過
ぎません。 FXMLLoader
は FXMLファイルを読み取
り、ルート・ノード（javafx.
scene.Parent）を作成しま
す。さらに、依存性注入（DI）
フレームワークの興味深い
拡張機能も備えていますが、

その点については後ほど説明します。 
Parent は手動ではなく、FXMLLoader

を使用して自動で作成できます。 
FXMLLoader の全体的な設定は、Scene 
Builderで FXMLファイルを使用して実行
されます。 JavaFX のノードは階層的に
構造化されます。リスト1から分かるよ
うに、FXML にはビュー構造がそのまま、
しかも理解しやすい形式で反映されま
す。

FXML は理解しやすいだけでなく、情
報を網羅しています。 FXMLファイルか
らJavaコードを生成することも可能なほ
どです。

シーンを作る
JavaFX 2では Scene 

Builder が利用できま

す。Scene Builder は、

ユーザー・インタフェー

スを視覚的に作成する

ツールです。

すべてのリストのテキストをダウンロード

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import java.lang.*?>
<?import java.net.*?>
<?import java.util.*?>
<?import javafx.scene.*?>
<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>
<AnchorPane id="AnchorPane" prefHeight="243.0" prefWidth="600.0" 
styleClass="mainFxmlClass" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml" 
fx:controller="...">
  <children>
    <VBox id="VBox" fx:id="inputBox" alignment="CENTER" 
layoutX="100.0" layoutY="33.0" prefWidth="343.0" spacing="5.0">
      <children>
        <TextField fx:id="firstName" prefWidth="200.0" 
promptText="First Name" />
     <CheckBox fx:id="paid" mnemonicParsing="false" 
prefWidth="103.0" text="Paid" />
      </children>
    </VBox>
    <Button fx:id="saveButton" defaultButton="true" 
disable="true" layoutX="98.0" layoutY="192.0" onAction="#save" 
prefHeight="22" prefWidth="57.0" text="Save" />
    <HBox id="HBox" alignment="CENTER" layoutX="100.0" 
layoutY="149.0" spacing="5.0">
      <children>
      <!-- .... -->
      </children>
    </HBox>
  </children>
  <stylesheets>
    <URL value="@attendeeinput.css" />
  </stylesheets>
</AnchorPane>

リスト1         
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制御の課題、制御の反転 

Scene Builder を使用すれば、ノード・
ツリーを FXML から完全に自動生成して
インスタンス化できます。 通常、FXML
にビジネス・ロジックは含まれません。 
スクリプトによるイベント・ハンドラは必
須ではなく、「主流」の方法でもありま
せん。 それでは、Java で実装するロジッ
クとFXMLとを関連付けるものは何でしょ
うか。

FXML は、 任意の（デフォルト・コンス
トラクタを持つ）POJO を FXMLLoader
で読み込んで作成し、宣言的に UI イベ
ントにバインドできるという、単純です
が優れたアイデアを採用しています（リ
スト2）。 読み込むクラスのメソッドは、
Scene Builder 内の UI イベントに関連付
けることができます（リスト3）。

メソッド名は、FXMLファイル内の属
性の値と対応付ける必要があります。 ま
た、必須ではありませんが、@FXML ア
ノテーションを付加することで、あらゆ
るUIコンポーネントを POJO にインジェ

クションすることもできます（リスト4）。
この場合も、インジェクションされるコ

ンポーネントの名前は、FXMLファイル
の fx:id 属性の値と対応付ける必要があ
ります。

従来の WYSIWYG ビルダーはビュー
用のコード一式を生成するものであり、
生成されたコードをその他のプレゼン
テーション・ロジックと統合する作業が
必要でした。 一方、Scene Builder は制
御の反転のアプローチに従い、生成さ
れた XMLファイルを基に、プレゼンテー
ション・ロジックをインスタンス化します。 
また、手動で作成したコードへのバイン
ディングも自動生成されます。そのため、
開発者が Scene Builder の存在を意識す
ることはほぼありません。 

Scene Builder では、手動で作成した
コードは生成されたアーティファクトに依
存しません。依存関係はむしろその逆で、 
手動で作成したコードへのバインディン
グが FXML に含まれます。 この関係は、
命名規則に基づいて設定されます。

設定より規約
コンシューマ・アプリケーションとエン
タープライズ・アプリケーションの相違
点としてはほかに、開発プロセスに関係
する開発者や役割の数も挙げられます。 
コンシューマ・アプリケーションは、時
には驚くほど少数の人員で開発されま
す。一方、平均的なエンタープライズ・
アプリケーションでは、コンシューマ・
アプリケーションより数桁多い人員が関
わることもあります。 

開発者が多くなるほど、構造や規約も
増やす必要があります。 名称から判断で
きるような分かりやすいルールを策定す
ることが、生産性と保守性の向上につな
がります。 個別のビューやフォームの作
成方法を再現できるレシピがあれば理想
的です。 

ここで、サンプルの AirHacks Control
アプリケーションに、1 つの規約を取り
入れます。 この規約は、AttendeeInput
という名前のビューであれば同名のパッ
ケージ（attendeeinput）に属し、さら
に以下のアーティファクトを含むというも
のです。

 ■ AttendeeInputPresenter： 手
動で作成するプレゼンタクラス。

FXMLLoader によって読み込まれる。 
すべてのプレゼンテーション・ロジッ
クを含み、自動生成されるアーティファ
クトには依存しない

 ■ AttendeeInputView： FXMLLoader
をラップして使いやすくしたクラス。 
FXMLView を継承するが、自動生成
されるアーティファクトには依存しな
い

 ■ attendeeinput.css： ルック・アンド・
フィールを管理するためのスタイル
シート（初期状態では空）

 ■ attendeeinput.fxml： Scene 
Builder によって自動生成される
設定ファイル。手動で作成した
AttendeeInputPresenter へのバイン
ディングを含む
FXMLLoader を使用して FXML ディス

クリプタからjavafx.scene.Parent のサブ
クラスを作成する方法は、簡単ですが繰
り返しが生じます。 
 そこで、FXMLViewクラスでビューの作
成をカプセル化し、さらに前述の規約を
実装します（リスト5a、5b）。

FXMLView は、Parent およびプレゼ
ンタPOJO にアクセスするためのメソッ
ドを提供し、さらに必要なすべてのファ

すべてのリストのテキストをダウンロード

<AnchorPane (...) fx:controller="com.(...).AttendeeInputPresenter">

リスト2         リスト3         リスト4         

Adam BienがAirHacks Controlアプリケ
ーションの概要を説明します。 
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イルの読込みも行います。 
規約を適用できる場合、ビューのラッ

パー・クラスは空のままにしておくことが
できます（リスト6）。 ただし、空であっ
ても、このサブクラス自体は必要です。
前述のすべての規約はクラス名に基づい
ており、CSSファイルとFXMLファイルも
同じパッケージから読み込まれます。

これで、わずか 3 行のコードで
ビューをインスタンス化し、プレゼ
ンタを取得できます（リスト7）。 
AttendeeInputView の利用箇所は、
FXML、CSS、そしてScene Builder から
完全に分離されます。

Guiceでもう一歩踏み込む
現時点ではまだ、ビューにロジックを実
装していません。そして、FXML によりイ
ンスタンス化されるPOJO にはプレゼン
テーション・ロジックのみを含めるべき
です。この POJO（つまりプレゼンタ）か
らアクセスする必要のあるエンタープライ
ズ・サービスがいかなる種類のものであっ
ても、このサービスのラッパー（あるいは、
実際のビジネス・ロジックの実装でも）は、
インスタンス化し、初期化してからプレゼ
ンタに渡す必要があります。 

Singleton は、サービス・ラッパーと
しては疑う余地のない選択肢ですが、欠
点もあります。Singleton は一度インスタ
ンス化すると「未初期化状態に戻す」こ
とが難しく、そのためテストが困難です。 
通常、単体テストは、明確に定義された
初期状態に基づいて実行されます。

本記事の CRUD サンプルでは、JavaFX
アプリケーションが Java Persistence API

（JPA）2 の EntityManager に直接アク
セスします。この EntityManager は、イ

ンスタンス化した後に、次回以降の呼出
しのためにキャッシュする必要がありま
す。 そこで、CRUD のすべての機能を、
RegistrationServiceという1 つのクラス
内に実装します（リスト8参照。リスト8
では EntityManagerラッパーを使用して
ユーザビリティを向上しています）。

RegistrationService は、Singleton
ではなく単純な POJOとして実装し
ています。 単体テストの際には、
RegistrationService#init メソッド
の呼出しを省略し、テストの目的で
EntityManagerとEntityManagerFactory
の両方をモックに置き換えることができ
ます。 ただし、RegistrationService 全
体をモックに置き換え、モックのバック
エンドを使用してUI をテストするとさら
に良いでしょう。 また、モック可能なビ
ジネス・ロジックを使用することで、期
待される動作を事前に登録し、バックエ
ンドとの通信全体を省略することも可能
です。

幸いなことに、JavaFX 2 では DIフレー
ムワークのコールバック機能が導入され
ています。 サンプルでは、FXMLLoader
が DIフレームワークにクラスを渡す
と、そのインスタンスが返されてイン
ジェクションが実行されます。 ビュー
やプレゼンタの作成は、FXMLLoader
で実行し、抽象クラスの FXMLView
内でカプセル化しています。 また、
FXMLView は、FXMLLoader を計測す
る場所としても自然です。 リスト9では、
ControllerFactory によってDI を実現し
ています。

InjectorProvider ユーティリティ（リス
ト10）は、Guice Injector の簡易ラッパー
です。 

すべてのリストのテキストをダウンロード

public abstract class FXMLView {
    public static final String DEFAULT_ENDING = "view";
    protected FXMLLoader loader;

    public FXMLView() {
        this.init(getClass(), getFXMLName());
    }

    private void init(Class clazz, String conventionalName) {
        final URL resource = clazz.getResource(conventionalName);
        this.loader = new FXMLLoader(resource);
        this.loader.setControllerFactory(new Callback<Class<?>, 
Object>() {
            @Override
            public Object call(Class<?> p) {
                return InjectorProvider.get().getInstance(p);
            }
        });
        try {
            loader.load();
        } catch (Exception ex) {
            throw new IllegalStateException(
"Cannot load " + conventionalName, ex);
        }
    }
    public Parent getView() {
        Parent parent = this.loader.getRoot();
        addCSSIfAvailable(parent);
        return parent;
    }

リスト5a         リスト5b         リスト6         リスト7         リスト8
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Guice の DI インジェクションは、com.
google.inject.Module インタフェー
スの実装クラスによって、型保証と
して実装されます。 サンプルでは、
PersistenceModuleクラス（リスト11）
が RegistrationService のインスタンス化
とライフサイクル管理を担当します。

PersistenceModule は、
RegistrationService のインスタンス
化と初期化を行います。 作成された
インスタンスに RegistrationService.

class がバインドされるため、結果的に
RegistrationService は Singletonとなり
ますが、テストのしやすさは損なわれま
せん。

これで、標準的な @javax.inject.
Inject を使用して、RegistrationService
を任意のプレゼンタにインジェク
ションできます。インジェクショ
ンされた RegistrationService は、
Initializable#initialize メソッドで利用で
きます。 
 リスト12に、このビジネス・ロジックの
インジェクション部分を示します。

本記事で Guice を選択した唯一の理
由は、現時点でもっとも単純かつ簡潔
であり、しかも型保証された JSR 330 DI
標準の実装であるためです。 サンプル
では、Guice 実装を InjectorProvider
内にカプセル化しているため、既存の
プレゼンタ実装に影響を及ぼすことなく、
Weld や OpenWebBeans など、ほか
のあらゆるDIフレームワークに容易
に置き換えることができます。 DIフ
レームワークを置き換えた場合に考え
られる影響としては、InjectorProvider
ユーティリティに調整が生じることと、
PersistenceModule が不要になることの
みです。

1つのページに複数のビュー
リッチ・クライアントでは、JavaServer 
Faces（JSF）で見られるような「粗い」
ページ・フローを使用するのではなく、
ビュー内部の小さな部分（タブなど）を
入れ替えることでフローを実装します。 
1 つのビューは 1 つのパッケージとして
表されます。 あるビューから次のビュー

へのナビゲーションは、上位のプレゼン
タで実装する必要があります。 また、メ
イン・ビューでアプリケーション・フレー
ムを指定する必要があります。アプリケー
ション・フレームは、Scene Builder のス
ケルトンを使用して作成されます。 

本項では、前項までと比較して構造に
変更はありませんが、命名規則が異なり
ます（図 2）。 メイン・ビューのパッケー
ジは、ビューの責務ではなくアプリケー
ション名を基に命名します。 したがって、
アプリケーション・ビューの主な責務は、
あるビューから次のビューへのナビゲー
ションを制御し、共通機能（追加のサポー
ト・クラスなどを格納するアプリケーショ
ン・フォルダの保存や読込みなど）を提
供することです。 

実際、InjectorProviderクラスや
PersistenceModuleクラスはメイン・ア
プリケーション・パッケージ内にありま

す。 アプリケーション・パッケージ（サ
ンプルでは「airhacks」）は、プレゼンテー
ション・パッケージ内の各ビュー用のパッ
ケージと同じ階層に位置しています。

AirhacksPresenter は、下位のビュー
を作成して調整し、スケルトン・レイア
ウトに追加するクラスです（リスト13a、
13b）。 

WorkshopsView は、タブのカプセ
ル化と管理を行い、タブの下にある全
領域を置換可能にするためのクラスで
す。 より正確に言えば、下位のビュー
は WorkshopsPresenter によって管理
されます。この WorkshopsPresenter
は、FXMLLoader によって初期化され、
WorkshopsView 内にカプセル化されま
す。 

javafx.scene.control 
.TabPane インスタンスも javafx.scene 
.control.Tab インスタンスも、

this.loader.setControllerFactory(new Callback<Class<?>, Object>() {
            @Override
            public Object call(Class<?> p) {
                return InjectorProvider.get().getInstance(p);
            }
        });

リスト9         リスト10         リスト11         リスト12 

すべてのリストのテキストをダウンロード

図2
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WorkshopsPresenter にはインジェ
クションされません。 javafx.scene.
control.Tab のコンテンツである javafx.
scene.control.AnchorPane のみが、
WorkshopsPresenter に直接インジェク
ションされます。 リスト14aと14bを参
照してください。

Scene Builder では下位のビュー
（TabPane ではなくAnchorPane、図
3参照）のインジェクションが可能です。
このインジェクションを利用すれば、コー
ドが大幅に簡潔になります。 

本記事のケースでは、GRUD は
javafx.scene.control 
.TabPaneクラスを参照することなく実現
できます。 ただし、タブを変更する操作
に応答する必要がある場合は、TabPane
をインジェクションすることもできます。 
Scene Builder 内では fx:id のみを設定す
る必要があり、プレゼンタ内で TabPane
と同じ名前と型のフィールドを宣言する
必要があります。 

VPV（View-Presenter-
View）パターンの登場
FXMLViewという1 つの
ユーティリティ・クラスを
使用することにより、FXML
ファイル、ひいては Scene 
Builder によって生成された
すべてのアーティファクトか
らの完全な分離が可能にな
ります。 この方法により、
再現可能なパターンが登場
します。 すなわち、開発者
が FXMLView のサブクラス
をインスタンス化し、このサ

ブクラスで、対応するプレゼンタのイン
スタンス化を開始するというパターンで
す。 FXMLLoader#setControllerFactory
メソッドに渡す javafx.util.Callback を
実装することで、この初期化プロセスを
JSR 330 の実装（サンプルでは Google 
Guice）に委譲します。 Guice はプレゼ
ンタをインスタンス化するだけではなく、
事前に設定されたコンポーネントのイン
ジェクションを実行し、スコープ設定に
も配慮します。 

サンプルのユースケースでは、
RegistrationService のインスタンスを 1
つだけ利用できるようにすることが重要
です。 DIフレームワークと統合すること
で、あらゆるサービスやサービス・ラッ
パー（Business Delegate パターンなど）
が、DIフレームワークによってプレゼン
タに透過的にインジェクションされ、イ
ンスタンス化されます。

プレゼンタは FXMLフレームワークや
Scene Builderと緩やかに結合されるの

みです。 オプションの @
FXML アノテーションと@
Inject アノテーションがイ
ンジェクション・ポイントを
指すだけで、その他の依
存性はありません。 また、
FMXL を使用しない通常の
プレゼンタでもビューがイ
ンスタンス化されます。  
図 4を参照してください。

全体として、VPV パ
ターンを使用することで、
Scene Builder により自動
生成されたコード（XMLと
Javaコードの間に大差はあ すべてのリストのテキストをダウンロード

public class AirhacksPresenter implements Initializable {

    @FXML
    AnchorPane input;
    @FXML
    AnchorPane overview;
    AttendeeInputPresenter attendeeInputPresenter;
    WorkshopsPresenter workshopsPresenter;
    @Inject
    RegistrationService rs;

    @Override
    public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
        AttendeeInputView inputView = new AttendeeInputView();
        this.attendeeInputPresenter = 
(AttendeeInputPresenter) inputView.getPresenter();
        this.attendeeInputPresenter.newAttendeeProperty(
).addListener(new ChangeListener<Attendee>() {
            @Override
            public void changed(ObservableValue<? extends 
Attendee> ov, Attendee old, Attendee newAttendee) {
                if (newAttendee != null) {
                    workshopsPresenter.newAttendeeProperty(
).set(newAttendee);
                }
            }
        });
        WorkshopsView workshopsView = new WorkshopsView();
        this.workshopsPresenter = 
(WorkshopsPresenter) workshopsView.getPresenter();
        this.attendeeInputPresenter.selectedAttendeeProperty(
).bind(workshopsPresenter.selectedAttendeeProperty());
        input.getChildren().add(inputView.getView());
        overview.getChildren().add(workshopsView.getView());
    }

リスト13a         リスト13b         リスト14a         リスト14b

XMLが基盤
Scene Builder の大

部分はXMLに基づ

いています。UI定義

はFXMLと呼ばれる

XML 方言で管理され

ます。ただし、XML

を使用しているもの

の、重複は発生しま

せん。
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りません）を、手動で作成したアプリケー
ションにシームレスに統合できます。 サ
ンプルでは、VPV によって、コンポーネ
ント階層がビューから、構成可能なファ
クトリ（FXMLLoader）に移されました。
このファクトリは FXMLファイルによって
設定されます。 この FXMLファイルはい
つでも、手動でコーディングしたレイア
ウトに置き換えることができ、プレゼン
タを手動でインスタンス化することも随
時可能です。

MVP（Model-View-Presenter）パターン
従来の MVP パターンは、2006 年
に Martin Fowler 氏により終わりを
告げられました。 より正確に言えば、
MVP パターンは Passive View パター
ン、Supervising Controller パターン、

Presentation Model パターンに分割され
ました。 

ただし、この 3 つのパターンではデー
タ・バインディングは考慮されています
が、Fowler 氏は WYSIWYG エディタとの
統合には触れていません。 JavaFXでは、
自動生成されたコードと手動で作成した
コードの関係を反転させることで、DIと
WYSIWYG を同時に実現します。 本記事
で紹介するVPV パターンは極めてシンプ
ルな形式であり、Passive View パターン
であると言えます。Fowler 氏は Passive 
View パターンを以下のように定義してい
ます。 

 「アプリケーション固有の動作
のすべてを 1 つのコントローラ
内に抽出することで、ウィジェッ
トの状態を完全にコントローラ
で制御するような画面およびコ
ンポーネントである」 
 

ただし、ビュー・コンポーネントを
直接ドメイン・オブジェクトやモデルに
バインドすることもできます。このアプ
ローチは、Supervising Controller パ
ターンに定義された目的に似ています。
Fowler 氏は Supervising Controller パ
ターンを以下のように定義しています。 
 

「UI をビューおよびコントロー
ラに組み込み、ビューでは下
層モデルへの単純なマッピン
グを処理し、コントローラでは
入力への応答や複雑なビュー・
ロジックを処理する」

厳密に言えば、プレゼンタとJavaFX
固有の要素はそれほど厳格に分離され

図3

図4
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てはいません。 プレゼンタは、JavaFX
固有のイベントやコントロールに依存し
たままです。 しかし、クラスを追加して、
簡潔なプレゼンテーション・ロジックの
すべてを Java FX に依存しない POJO に
配置することもできます。 プレゼンタは、
低レベルの JavaFX イベントのすべてを、
より高レベルのアプリケーション・イベン
トに変換します。 

この場合、プレゼンタでは、インジェ
クションされたすべての JavaFXウィ
ジェットを Javaプリミティブとして公開
する必要もあります。 一方、「ピュア」
な POJO のプレゼンタを使用する場合
は、どの UIフレームワークとも結合さ
れないため、Swing、JSF 2、Wicket、
Vaadinといった複数のフレームワーク間
での再利用も可能です。 
JavaFX に依存するプレゼ
ンタは、バックエンドの
サービスと同様に容易に
モックに置き換えることが
できるため、プレーンな
POJO のプレゼンタを使用
することでテストの容易性
も向上します。 このように
プレーンな POJO を使用す
るパターンを Fowler 氏は
Presentation Modelと呼
び、以下のように定義して
います。 

「プレゼンテーション
の状態や振る舞いを、
インタフェース内で使
用するGUIコントロー
ルからは独立した形で
表現する」

ただし、こうした定義上、
Presentation Model パターンではプレ
ゼンタの数があまりにも多くなります。 
Presentation Model パターンが MVVM

（Model-View-ViewModel）パターンと
呼ばれることが多い所以でもあります。 
つまり、View（FXMLView のサブクラ
ス）が特定の GUIコントロールを保持し、
外観を定義します。一方、ViewModel

（プレゼンタ）はプレゼンテーションの
状態と振る舞いを表します。Model は
ドメイン・オブジェクト（JPA エンティ
ティの Attendee）になります。 さら
に、MVVM パターンでは、コントローラ

（AirhacksPresenter のような上位のプ
レゼンタ）も追加されます。このコント
ローラで、ワークフローを実装し、複数

のビューを仲介します。
しかし、クラスを追加す

れば、開発生産性が大幅
に低下し、コードの重複も
生じます。 ビューに複雑な
プレゼンテーション・ロジッ
クが含まれる場合はピュア
なプレゼンタを活用するこ
ともできますが、極めて単
純なビューのために追加の
クラスを管理することは良
いアイデアとは言えません。

まとめ
自動生成されたコードと手
動で作成したコードの関係
を反転させることで、迅速
なアプリケーション開発を
実現できる興味深い機会
が得られます。 さらに、「設

定より規約」と組み合わせることで、生
産性と保守性が同時に改善されます。 
Scene Builder は、コードの分かりやす
さや保守性を損なうことなく使用できま
す。

このシリーズの次回の記事では、
JavaFX データ・バインディングとScene 
Builder、FXML、Supervising Controller
パターンを組み合わせることで、ビュー
とプレゼンタの相互作用の詳細を確認し
ます。 </article>

LEARN MORE
• Scene Builder

• AirHacks Controlアプリケーションの
ソース・コード

• AirHacks Controlから「フレームワー
ク」として抽出したいくつかのアイデア

• afterburner.fx

バインドでの関係
Scene Builderでは、

手動で作成したコード

は生成されたアーティ

ファクトに依存しませ

ん。依存関係はむしろ

その逆で、 手動で作成

したコードへのバイン

ディングが FXMLに含

まれます。この関係は、

命名規則に基づいて設

定されます。
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