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JPAの新機能：Criteria API
JOSH JUNEAU

Javaエンティティ・クラスとフィールドで、SQL文字列を使わずにデータベースの問
合せや更新を行う

通

常、Java EEアプリケーションはデータのストレージとしてデータ・
リポジトリを使用します。
アプリケーション・データ・リポジトリ
は、Oracle Database、MySQL、PostgreSQL、Microsoft SQL Serverなど
の一般的なRDBMS（リレーショナル・データベース管理システム）
である
場合もあります。
しかし、最新のアプリケーションでは、MongoDB、Cass
andra、Couchbase、Oracle NoSQL Database、Neo4jなどのNoSQLデー
タベースがバックエンド・データ・リポジトリとして使用されることが多
くなっています。Java EEアプリケーションでどのようなデータ・リポジト
リ・ソリューションが使用されているかにかかわらず、
アプリケーション・
データの保存や取得において不可欠な役割を果たしているのがJava
Persistence API（JPA）
です。
筆者による本誌2015年5月/6月号の記事「JPAの新機能」
では、JPA 2.1
に追加され、Java EE 7リリースの一部となっているいくつかの新機能を
紹介しました。その記事では、属性変換、
スキーマ生成、名前付きストア
ド・プロシージャといった機能を紹介し、Criteria APIの新機能である一
括操作についても簡単に触れました。本記事では、Criteria APIについ
て深く掘り下げ、テキスト文字列を使わずに問合せを作成できることな
ど、Criteria APIのメリットについて解説します。
さらに、新しくJPA 2.1の
一部になった追加機能のいくつかも取り上げます。

JPA問合せの作成

ご存知かもしれませんが、JPAを使用してデータの問合せ、更新、削除を
行う方法はいくつかあります。
まずはそれぞれの方法について簡単に復
習した上で、Criteria APIについて詳しく見ていくことにします。次の例で
は、わかりやすいように同じ基本的なSELECT問合せを使用しています。
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具体的には、POOLSというデータベース・テーブルからすべてのレコー
ドを選択します。
リスト1は、JPAのそれぞれの技術を使用してこの単純
な問合せを行う方法を示しています。

リスト1：

// 名前付き問合せ
public List<Pool> getAllPoolsNamed(){
return em.createNamedQuery("Pool.findAll")
.getResultList();
}
// ネイティブ問合せ
public List<Pool> getAllPoolsNative(){
List<Pool> pools = (List<Pool>)
em.createNativeQuery(
"select * from Pool",
com.acme.acmepools.entity.Pool.
class)
.getResultList();
return pools;
}
// JPQL問合せ
public List<Pool> getAllPoolsJPQL(){
return em.createQuery("select o from Pool
o")
.getResultList();
}
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// Criteria API問合せ
public List<Pool> getAllPoolsCriteria(){
CriteriaBuilder cb =
em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery cq = cb.createQuery();
Root<Pool> from = cq.from(Pool.class);
TypedQuery<Pool> typedQuery =
em.createQuery(cq.select(from));
return typedQuery.getResultList();
}
名前付き問合せはいくつかの方法で定義できますが、基本的には型付
けされた問合せを特定の名前にマッピングするものです。後ほどその
名前で問合せを呼び出すことができ、名前に割り当てられた問合せを
JPAが実行します。ネイティブ問合せは、対象のデータベース・プラット
フォームのネイティブ構文を使用してSQL問合せを表したテキスト文
字列です。ネイティブ問合せは、一般的に移植性に劣ります。JPAによ
る問合せで非常によく使われるものの1つが、Java Persistence Query
Language（JPQL）
です。ネイティブ問合せと同じく、JPQL問合せはJPQL
構文を使用して問合せを表したテキスト文字列で構成されていま
す。JPQLは、永続コンテキストに登録されているエンティティ・クラスの
抽象スキーマに基づいています。そのエンティティ・クラスのすべての関
連オブジェクトを、JPQLを使用して管理することもできます。JPQLを使用
するメリットは、標準的なSQLと同じ構文である点と、JPQL問合せには
移植性があり、基盤となるデータストアに依存しない点です。
この移植性
は、データストアがNoSQLであっても同様です。
最後のCriteria APIでは、テキスト
文字列を使用せずに、Javaエンティ
Criteria API問合せに
ティ・クラスとフィールドによって強
く型付けされた問合せを作成でき
は完全な移植性がある
ます。Criteria APIは、JPQLと同じく
というメリットもありま
エンティティ・クラスの抽象スキー
す。つまり、
この問合せ
マに基づいています。そのため、永
続コンテキストと協調して動作しま
は基盤となるデータス
す。
ここでリスト1の最後の部分を
トアに依存しません。
見直してみると、Criteria APIはかな
り冗長的になる可能性があること
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がわかります。
しかし、
このAPIを使用するといくつかの大きなメリットを
得ることができます。次項から、
メリットについて詳しく見ていきます。

Criteria APIを使ってみる

Criteria APIを使うと、オブジェクトによって強く型付けされたデータベー
ス問合せをJavaコードだけで作成できます。
これにより、入力したJPQL
やSQLによる問合せにエラーがないかを心配する必要がなくなるため、
エラーの可能性を減らすことができます。
さらに、
この問合せには完全
な移植性があるというメリットもあります。つまり、
この問合せは基盤と
なるデータストアに依存しません。Criteria APIには、型保証された問合
せの生成をサポートするさまざまなMetamodel APIも含まれています。
リスト1の最後のCriteria API問合せは、問合せを作成してデータを
取得する際に一般的に使用される一連の手順に沿ったものです。それ
ぞれの手順を細かく見ていきます。
まず、EntityManagerまたはEntityManagerFactoryから
CriteriaBuilderオブジェクトを作成します。

CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
次に、CriteriaBuilderからCriteriaQueryオブジェクトを作成します。

CriteriaQuery cq = cb.createQuery();

CriteriaQueryを使用して、どのエンティティに対して問合せを行うか
を指定することができます。具体的には、fromメソッドを呼び出してエ
ンティティのクラス・オブジェクトを渡します。すると、指定したエンティテ
ィ・クラスの型のRootオブジェクトが返されます。Rootは、すべての操
作の元となるエンティティを示します。
この例では、Poolエンティティに
対して操作を行います。

Root<Pool> from = cq.from(Pool.class);
次に、Rootを使ってTypedQueryオブジェクトを作成します。具体
的には、EntityManager.createQuery()メソッドを呼び出して
CriteriaQuery.selectメソッドとRootオブジェクトを渡します。

TypedQuery<Pool> typedQuery =
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@Size(max = 10)
@Column(name = "STYLE")
private String style;
@Size(max = 10)
@Column(name = "SHAPE")
private String shape;
// @Max(value=?)@Min(value=?)//10進型フィールドの
// 範囲がわかっている場合、
// このアノテーションを使用してフィールドの
// 検証を強制することを検討してください
@Column(name = "LENGTH")
private Double length;
@Column(name = "WIDTH")
private Double width;
@Column(name = "RADIUS")
private Double radius;
@Column(name = "GALLONS")
private Double gallons;
@Column(name = "SHALLOW_DEPTH")
private Double shallowDepth;
@Column(name = "DEEP_DEPTH")
private Double deepDepth;
@OneToMany(mappedBy = "pool",
fetch=FetchType.LAZY)
private Collection<Customer> customer;

em.createQuery(cq.select(from));
最後に、TypedQuery.getResultList()メソッドを呼び出して結果を取
得します。

typedQuery.getResultList();
問合せが実行されて結果が返されると、指定したエンティティの
オブジェクトですべてのフィールドを利用できるようになるため、
すべてのフィールドの操作が可能になります。同じように、すべて
の関連レコードも利用できるようになります。
リスト2はPoolの
使用法を示した例です。Poolエンティティには、指定したタイプ
のPoolを所有するCustomerオブジェクトの取得に使用できる
Collection<Customer>フィールドが含まれています。エンティティ・
クラスでは、fetchモードをFetchType.LAZYに設定しています。
この
設定は、getCustomers()メソッドが明示的に呼び出された場合のみ
Collection<Customer>を利用できるという意味になります。Poolオ
ブジェクトと同時にCollectionを取得する場合は、fetchモードを
FetchType.EAGERに設定する必要があります。

リスト2：
@Entity
@Table(name = "POOL")
@XmlRootElement
@NamedQueries({
@NamedQuery(name = "Pool.findAll",
query = "SELECT p FROM Pool p"),
...
})
...
public class Pool implements Serializable {
private static final long serialVersionUID = 1L;
@Id
@Basic(optional = false)
@NotNull
@Column(name = "ID")
private Integer id;
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public Pool() {
}
...
}

メタモデルの操作

標準的な問合せを作成して結果を取得する方法がわかったところ
で、Criteria APIの真の力を活用する方法について学んでいきます。API
の高度な機能を利用して型保証された操作を継続するためには、
ア
プリケーション・エンティティのメタモデルを操作する必要がありま
す。Criteria APIで使用するすべてのエンティティ・クラスは、実行時に内
部的に構築されるクラスか、
アノテーションを使用して静的に生成する
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クラスのいずれかです。
メタモデルを使用すると、文字列ベースのフィ
ールド名を渡すことなく、エンティティ内の各フィールドに直接アクセス
できます。
このアプローチによって、型保証されたプログラミング・モデ
ルが実現します。
リスト3は、静的に型付けされた、Poolエンティティの
メタモデル・クラスを示しています。

リスト3：
import javax.persistence.metamodel.*;
@StaticMetamodel(
com.acme.acmepools.entity.Pool.class)
public class Pool_ {
public static volatile
SingularAttribute<Pool, Integer> id;
public static volatile
SingularAttribute<Pool, String> style;
public static volatile
SingularAttribute<Pool, String> shape;
public static volatile
SingularAttribute<Pool, Double> length;
public static volatile
SingularAttribute<Pool, Double> width;
public static volatile
SingularAttribute<Pool, Double> radius;
public static volatile
SingularAttribute<Pool, Double> gallons;
public static volatile
SingularAttribute<Pool, Double> shallowDepth;
public static volatile
SingularAttribute<Pool, Double> deepDepth;
public static volatile
CollectionAttribute<Pool, Customer> customer;
}
メタモデル・クラスには、正準形と非正準形の2種類があります。
リスト3のクラスは非正準形のメタモデル・クラスです。アプリケーショ
ン開発者が明示的に作成したクラスは非正準形です。ただし、
このよう
な非正準形のメタモデル・クラスの開発は、JPAプロバイダ間の移植性
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を損なう可能性があります。最終的に、各プロバイダは各エンティティの
正準形のメタモデル・クラスを生成する必要があります。そのため、
メタ
モデル・クラスを作成する相応の理由がない限り、
コンパイル時に生成
される正準形のクラスを使用するのが最善策でしょう。
メタモデルを使用して、期待した結果を得る方法はいくつかありま
す。CriteriaBuilderを使用すると、結果をフィルタリングできる多くの
PredicateオブジェクトまたはExpressionオブジェクトを取得できま
す。詳しくは、JavaDocを参照してください。Predicateはboolean条件
を設定するために使用し、Expressionは条件を作成するために使用し
ます。今回のPoolエンティティの例では、形状が長方形であるすべての
エンティティを取得する条件を設定してみます。
この条件を設定するた
めには、
まずCriteriaBuilderを使用してPredicateオブジェクトを取得
します。そして、Pool̲.shapeフィールドを取得する条件を設定する式
と条件の値（第2引数の"RECTANGLE"）を渡します。Pool̲.shapeとい
う参照方法は、パス表現と呼ばれます。

Predicate condition =
cb.equal(from.get(Pool_.shape),
"RECTANGLE");
なお、Metamodel APIを使用しない場合、次で示す例のように、条件に
文字列ベースのフィールド名を渡すことで同じPredicateを生成するこ
ともできます。ただし、
この方法を使うと、
コンパイル時にフィールド名
がチェックされないため、
ランタイム・エラーが起きる可能性が高まるこ
とになります。

// 文字列ベースのフィールド名を使用
// 推奨されるアプローチではありません
Predicate condition =
cb.equal(from.get("shape"), "RECTANGLE");

Predicateを取得したら、Predicateを渡してwhere()メソッドを呼び
出すことにより、CriteriaQueryを変更できます。where()メソッドは、
問合せに1つまたは複数の条件を設定して最初のCriteriaQueryオブ
ジェクトを変更する役割を持っています。CriteriaQueryには、where()
以外にも問合せを変更できるメソッドが多数含まれています。詳しく
は、JavaDocを参照してください。
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cq.where(condition);
さらに、CriteriaQueryオブジェクトを渡してEntityManagerの
createQuery()メソッドを呼び出し、TypedQueryオブジェクトを
取得します。最後に、TypedQueryからResultListを取得します。
リスト4に完全なサンプル・コードを示します。

リスト4：
CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery cq = cb.createQuery();
Root<Pool> from = cq.from(Pool.class);
Predicate condition =
cb.equal(from.get(Pool_.shape), "RECTANGLE");
cq.where(condition);
TypedQuery<Pool> typedQuery = em.createQuery(cq);
return typedQuery.getResultList();
問合せに適用する必要がある条件が複数ある場合も、新しい
Predicateを作成してCriteriaQuery.where()メソッドに渡すだけで
す。各Predicateオブジェクトはカンマで区切ります。
リスト5は、25,000
ガロン超の水を入れることができるすべてのROUNDなプールを返す
問合せを示しています。
このリストは、強く型付けされたCriteria APIのメ
リットを確実に示すものです。

リスト5：

CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery cq = cb.createQuery();
Root<Pool> from = cq.from(Pool.class);
Predicate condition1 =
cb.equal(from.get(Pool_.shape), "ROUND");
Predicate condition2 =
cb.gt(from.get(Pool_.gallons), 25000);
cq.where(condition1, condition2);
TypedQuery<Pool> typedQuery = em.createQuery(cq);
return typedQuery.getResultList();
たとえば、CriteriaBuilder.gt()メソッドに文字列を渡そうとすれば、

コンパイルが失敗します。
このメソッドには数値型を渡す必要がある
からです。お好みであれば、
このCriteriaQueryをSQLやJPQLの構文
にさらに似た形に再構築することも難しくありません。Predicate条
件を渡す処理とEntityManager.createQuery()を呼ぶ処理を別
々に行うのではなく、Builderパターンを使用して同じタスクを行う
ことでTypedQueryオブジェクトを生成することも可能です。
さら
に、Predicateや条件のListを作成してコードを管理しやすくすること
もできます。問合せを構築するチェーンの中で呼び出すことによって、
ソ
ートや、重複しないフィールドのみの取得が可能なメソッドもあります。
リスト6は、リスト5と同じ問合せを示しています。ただし、この効率的
な構文を使ってガロン数でソートしています。

リスト6：
CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery cq = cb.createQuery();
Root<Pool> from = cq.from(Pool.class);
List<Predicate> conditions = new ArrayList();
conditions.add(
cb.equal(from.get(Pool_.shape), "ROUND"));
conditions.add(
cb.gt(from.get(Pool_.gallons), 25000));
TypedQuery<Pool> typedQuery = em.createQuery(cq
.select(from)
.where(conditions.toArray(new Predicate[] {}))
.orderBy(cb.asc(from.get(Pool_.gallons)))
);
return typedQuery.getResultList();

結合の実行

アプリケーションで、複数のデータベース・テーブルやエンティティ・クラ
スからデータを返す問合せが必要な場合も多くあります。データベース
の世界では、SQLの結合を使用して複数のテーブルのレコードを関連付
けます。たとえば、INGROUNDプールを所有しているAcme Poolカン
パニーのすべての顧客を取得する場合、POOL̲ID列でPOOLテーブル
とCUSTOMERテーブルを結合することになります。各CUSTOMERレ
コードには、POOLテーブルに格納されたプールのモデルに関連付け
られているPOOL̲IDが含まれているからです。
このSQL文は、次のよう
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になります。

}

select c.name
from customer c,
pool p
where c.pool_id = p.pool_id
and p.style = 'INGROUND';

Criteria APIの最新機能

この問合せは、INGROUNDスタイルのプールを所有していると記録さ
れている顧客名を返します。Criteria APIを使用して同じような結合を実
行する場合も、結合するエンティティのRootを取得し、結合対象となる
フィールドのパス表現を渡してRoot.join()メソッドを呼び出すだけで
す。
これによって、選択の際に利用できるJoinオブジェクトが返されま
す。

Root<Pool> pool = cq.from(Pool.class);
Join<Pool, Customer> poolCustomers =
pool.join(Pool_.customer);

リスト7に完全なコードを示します。このコードでは、先ほどSQLを使用
して実行した結合と同じものを、Criteria APIによって実現しています。

リスト7：
public List<Customer> ingroundPoolCustomers() {
CriteriaBuilder cb = em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<Customer> cq =
cb.createQuery(Customer.class);
Root<Pool> pool = cq.from(Pool.class);
Join<Pool, Customer> poolCustomers =
pool.join(Pool_.customer);
TypedQuery<Customer> query = em.createQuery(
cq.select(poolCustomers)
.where(cb.equal(pool.get(Pool_.style),
"INGROUND"))
);
return query.getResultList();
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以前、筆者がJPAの新機能を取り上げた記事では、JPA 2.1（Java EE 7
）のリリース時にCriteria APIに追加された一括更新と一括削除の機
能を簡単に紹介しました。今回は、
この2つの機能についてもう少し
詳しく説明します。JPA 2.1では、一括更新や一括削除の操作を行う
CriteriaUpdateオブジェクトとCriteriaDeleteオブジェクトがAPIに追
加されました。
さらに、CriteriaBuilderが拡張され、
これらのオブジェク
トを生成できるようになっています。それについて詳しく見ていきます。

一括更新：場合によっては、データベース・レコードを大量更新する方

が合理的な場合があります。たとえば、材料費の高騰を受けて、ある特
定の都市に所在するすべての顧客のコストを更新する必要がある場合
や、特定のスタイルのプールを所有するすべての顧客に対してメンテナ
ンス予定ステータスを有効または無効に更新する必要がある場合が考
えられます。次の例では、後者のシナリオを取り上げます。更新を実行し
た際に、指定したタイプのプールを所有するすべての顧客のメンテナン
スを有効または無効にします。
一括更新を実行するためには、CriteriaBuilderを使って
CriteriaUpdateオブジェクトを生成し、更新するエンティティの種
類を設定します。次の例ではCustomerエンティティを更新するた
め、CriteriaBuilder.createCriteriaUpdate()メソッドを呼び出す際
にCustomer.classを渡しています。

CriteriaUpdate<Customer> customerUpdate
= builder.createCriteriaUpdate(
Customer.class);
次に、CriteriaUpdateオブジェクトを使用して、エンティティのどのフィ
ールド（複数可）を更新するか、
どのような条件で更新するかを指定する
ことができます。
次の例では、poolCustomersという名前の
Join<Customer, Pool>オブジェクトを使用して、それぞれの顧
客が所有しているプールのスタイルを取得します。それを行うた
め、CriteriaUpdateのset()メソッドを呼び出す際に、更新するフィール
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ドのパス表現と設定する値を渡します。
さらに、where()メソッドを呼び
出して、更新を適用する条件を指定します。
この例でもBuilderパターン
を使用できます。

customerUpdate.set(
customer.get(Customer_.currentMaintenance),
enabled)
.where(
builder.equal(
poolCustomers.get(Pool_.style),
poolStyle);

poolCustomers.get(Pool_.style),
poolStyle));
Query q = em.createQuery(customerUpdate);
q.executeUpdate();
em.flush();
}

一括削除：一度の呼出しで複数のレコードをデータベースから削除す

Query q = em.createQuery(customerUpdate);

ることが好ましい状況もあります。そのような場合に一括削除を使用す
ると、以前のようにループ・メカニズムを使用して削除を個別に複数回
実行しなくてもよくなります。たとえば、Acme Poolsカンパニーが、ある
一定のガロン数を超えるプールを持つすべての顧客を削除する場合を
考えてみます。
この事例は、一括削除機能を説明する上で最適です。
一括削除は、CriteriaDeleteオブジェクトを使って、一括更新の
実装とほとんど同じ方法で実行できます。
この場合、次のようにして
Customer型のCriteriaDeleteオブジェクトを作成します。

最後にexecuteUpdate()メソッドを呼び出すと、更新が実行されます。
この一括更新の例の完全なリストをリスト8に示します。

CriteriaDelete<Customer> customerDelete
= builder.createCriteriaDelete(
Customer.class);

該当するすべてのフィールドを設定して条件を指定し
た後は、EntityManagerのcreateQuery()メソッドに
customerUpdateを渡してQueryオブジェクトを作成します。

リスト8：

public void updateMaintenanceByPoolType(
String poolStyle, boolean enabled) {
CriteriaBuilder builder =
em.getCriteriaBuilder();
CriteriaUpdate<Customer> customerUpdate =
builder.createCriteriaUpdate(
Customer.class);
Root<Customer> customer =
customerUpdate.from(Customer.class);
Join<Customer, Pool> poolCustomers =
customer.join(Customer_.pool);
customerUpdate.set(
customer.get(
Customer_.currentMaintenance), enabled)
.where(builder.equal(
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削除には値を設定する必要がないため、CriteriaDeleteは
CriteriaUpdateよりもシンプルに使うことができます。削除を実行する
ためには、条件を渡してwhere()メソッドを呼び出します（条件に該当
するものが削除されます）
。
この場合、顧客のプールのガロン数がしきい
値よりも大きいことが必要です。そのため、CriteriaBuilder gt()メソッ
ドを呼び出し、その際にPool̲.gallonsフィールドのパス表現とガロン
数のしきい値（第2引数）を渡しています。

customerDelete
.where(builder.gt(poolCustomers.get(
Pool_.gallons),
gallons));
ここでも、CriteriaDeleteオブジェクトから問合せを作成
し、executeUpdate()メソッドを呼び出して削除を実行しているだけ
です。
リスト9にこの例のコードを示します。
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リスト9：
public void
removeCustomerByGallons(double gallons) {
CriteriaBuilder builder =
em.getCriteriaBuilder();
CriteriaDelete<Customer> customerDelete =
builder.createCriteriaDelete(Customer.class);
Root<Customer> customer =
customerDelete.from(Customer.class);
Join<Customer, Pool> poolCustomers =
customer.join(Customer_.pool);
customerDelete
.where(builder.gt(
poolCustomers.get(Pool_.gallons),
gallons));
Query q = em.createQuery(customerDelete);
q.executeUpdate();
em.flush();
}

Criteria APIのさらに高度な機能

データベースとSQLの世界では、望む結果を得るためにさまざまな操作
や問合せオプションを使用できます。データの計算を行う集計関数や、
重複しない値の取得がその例です。
さらに、結果をフィルタリングするた
めに、SQL問合せに副問合せを含めることもできます。
このようなオプシ
ョンはすべてCriteria APIでも使用できます。
ほとんどの集計関数はCriteriaBuilderオブジェクトを呼び出すこと
で実行できますが、
ソートやグループ化はCriteriaQueryオブジェクト
で行います。
この操作は、本記事の例の全体で使用しているものと同じ
Builderパターンによって対応できます。
ここでは、少し違った構文を使用する副問合せについて簡単に紹介し
ます。指定した値よりも割引率が高い割引コードが割り当てられている
Acme Poolsのすべての顧客を問い合わせることを考えてみます。
この
状況で使用する通常のSQL問合せは、次のようになります。

select *
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from customer
where discount_code in
(select discount_code
from discount_code where rate > 7.00);
Criteria APIを使用して同じ副問合せを作成してみます。副問合せを使う
際に登場してくるのが、Subqueryオブジェクトです。
この問合せの大半
は今まで見てきたものと同様ですが、
この例では、別々に記述した2つの
問合せを組み合わせて結果を生成しています。
リスト10に副問合せを
実行する方法を示します。

リスト10：
CriteriaBuilder criteriaBuilder =
em.getCriteriaBuilder();
CriteriaQuery<Customer> criteriaQuery =
criteriaBuilder.createQuery(Customer.class);
Root<Customer> from =
criteriaQuery.from(Customer.class);
CriteriaQuery<Customer> select =
criteriaQuery.select(from);
Subquery<DiscountCode> subquery =
criteriaQuery.subquery(DiscountCode.class);
Root fromDiscountCode =
subquery.from(DiscountCode.class);
subquery.select(fromDiscountCode.get(
DiscountCode_.discountCode))
.where(criteriaBuilder.gt(
fromDiscountCode.get(DiscountCode_.rate),
7000));
select.where(criteriaBuilder.in(
from.get(Customer_.discountCode))
.value(subquery));
TypedQuery<Customer> typedQuery =
em.createQuery(select);
return typedQuery.getResultList();
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まとめ

Java Persistence APIは、標準Java EE 7アプリケーションでデータベース
操作を実行する際の基盤となります。データを扱う方法にはさまざまな
ものがありますが、Criteria APIは型保証された問合せを作成できる唯
一の方法です。
この方法によって、誤った文字列を使った問合せが原因
で発生する実行時エラーの多くを回避できます。
このAPIを使うことに
より、複雑な問合せの作成や一括操作の実行も可能です。一括操作は
JPAの最新リリースに含まれる新機能です。</article>
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learn more
AcmePoolsアプリケーションの完全なソース・コ
ード（GitHub）
Java EE 7チュートリアル
CriteriaQueryのドキュメント
CriteriaBuilderのドキュメント
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