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ここ数年間で、Java Persistence API（JPA）仕様（JSR 338）とそのもっとも一般的な実装であるHibernateオブジェクト・

リレーショナル・マッピング（ORM）フレームワークが、Javaソフトウェアで広く使われるようになっています。この2つは、

Java EE、Jakarta EE、Springアプリケーションでデータをリレーショナル・データベースに永続化するために用いられます。

そのため、いくつかの確立されたパターンやデザイン原則が存在し、効率的で保守性の高い永続化レイヤーを構築する際

に参考にできるのも、当然だと言えるでしょう。本記事では、継承ではなくコンポジションを使うべき理由、リポジトリ・パター

ンとData Transfer Object（DTO）パターン、Open Session in Viewアンチパターンについて説明します。これらは、おそら

くもっともよく使われているパターンであり、経験を積んだ開発者すべてが知っておくべきことです。本記事の内容を理解す

るためには、データベース・アクセスおよびJPAの概要や用語についての基本的な知識が必要です。

まずは、アプリケーションを理解しやすくし、保守を簡単にするための2 つの構造パターンおよび原則から始めます。

Composition over Inheritance（継承よりもコンポジションを優先）パターンと、リポジトリ・パターンです。

Composition over Inheritance パターン
経験を積んだ Java 開発者の皆さんなら、コンポジションと継承に関するさまざまな議論のことはよくご存知でしょう。

Java の世界では、長い年月の間に、一般にプレーンJavaクラスの継承よりもコンポジションの方がよいという合意に達し

ています。

この合意と、コンポジションを支持する意見は、JPA エンティティ・クラスにも当てはまります。それに加えて、エンティ

ティのモデリングを行う際にコンポジションを優先すべき重要な理由がもう1つありますが、その点は後ほど説明します。

最初に、リレーショナル・データベースは、継承という考え方には対応しておらず、コンポジションという考え方のみ

に対応している点について述べるところから始めます。コンポジションでは、「has-a」関係を、1つまたは複数のデータベー
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ス表での外部キーによる関連としてモデリングします。ドメイン・モデルでコンポジションを実装するためには、関連の種

類を定義するアノテーション（@ManyToMany、@ManyToOne、@OneToMany など）を付加し、List 型または Set 型、

あるいは関連を設定するエンティティの型の属性を作成します。次に示すコード・スニペットは、Employee エンティティと

Department エンティティで単純な多対1の関連を設定する例です。

@Entity

public class Employee {

    @ManyToOne

    @JoinColumn(name = "department_id")

    private Department department;

    ...

}

コードからわかるように、コンポジションはリレーショナル・データベースでサポートされているだけでなく、ドメイン・モ

デルでのマッピングも簡単です。この点は、コンポジションが魅力的である理由となっています。 

一方の継承では、「is-a」関係をモデリングします。この種の関連は、リレーショナル表のモデルでは表現できません。

そのため、JPA仕様では、継承階層を1つまたは複数のリレーショナル・データベース表にマッピングできる一連のマッピ

ング戦略が定義されています。継承を行う場合、以下の選択肢があります。
 ■ マップド・スーパークラス戦略：すべてのサブクラスをエンティティとして独自の独立したデータベース表にマッピングしま

す。ポリモーフィックな問合せはサポートしません。
 ■ クラスごとの表戦略：スーパークラスを含むすべてのクラスをエンティティとしてモデリングし、それぞれを独立したデー

タベース表にマッピングします。この戦略は、ポリモーフィックな問合せをサポートします。
 ■ 結合戦略：それぞれのエンティティの詳細属性を独自のデータベース表にマッピングしますが、スーパークラスの属性は

含めません。そのため、いずれかのサブエンティティをフェッチするたびに、スーパークラスをマッピングする表とサブク

ラスをマッピングする表という少なくとも2 つの表を結合する必要があります。
 ■ 単一表戦略：すべてのエンティティを同じデータベース表にマッピングします。この表には、継承階層にあるすべてのエ

ンティティの属性に対応する列があります。

https://www.thoughts-on-java.org/complete-guide-inheritance-strategies-jpa-hibernate/
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経験からおわかりかもしれませんが、ここまで考え方が大きく異なるものをつなぎ合わせるのは、簡単な作業ではなく、

完璧に行えることでもありません。

残念ながら、それは JPAの継承マッピング戦略にも当てはまります。上記の 4つの戦略にはそれぞれの利点と欠点

があり、いずれも理想的なソリューションとは言えません。マップド・スーパークラス戦略は、完全な機能を持つ、継承階

層のマッピングで望まれるはずのポリモーフィックな問合せをサポートしません。クラスごとの表戦略は、ポリモーフィック

な問合せをサポートしますが、極めて非効率で、複雑なアプリケーションで使うには遅すぎる場合がほとんどです。結合

戦略では、サブエンティティを取得するために少なくとも1回 JOIN 操作が必ず増えることになります。単一表戦略では、

エンティティを取得する際に JOIN 操作がまったく必要ない、シンプルで非常に効率的な表モデルを使用します。しかし、

継承階層にあるすべてのエンティティを同じデータベース表にマッピングすることには、欠点もあります。1つのサブクラス

にしかマッピングされない列があった場合、

継承階層の他のクラスにマッピングされてい

るレコードでは、その列がすべてNULL にな

ります。そのため、この戦略では、スーパー

クラスにマッピングされていない列にNOT 

NULL 制約を使うことができません。

おわかりのように、コンポジションによっ

てマッピングの問題が増えることはありませ

んが、継承のマッピング戦略にはすべてトレードオフがあります。そのため、次にエンティティのモデリングを行う際は、

このトレードオフに注意し、可能であれば継承よりコンポジションを優先して、トレードオフを避けてください。

Open Session in Viewアンチパターンがよく使われ
ている主な理由として、このパターンは、とても簡単
に使用でき、小さな開発システムやテスト・システム
では何の問題も起きないことが挙げられます。
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リポジトリ・パターン
リポジトリ・パターンは、エンタープライズ・アプリケーションで確立されているパターンです。リポジトリ・クラスには、永

続化に関連するすべてのコードが含まれていますが、ビジネス・ロジックは含まれていません。また、エンティティの永続化、

更新、削除に使うメソッドに加え、インスタンス化や特定の問合せを行うメソッドも提供されます。このパターンの目的は、

ビジネス・コードから永続化に関連するコードを分離し、その再利用性を向上させることです。また、ビジネス・コードでは、

データベースとのやり取りではなくビジネス要件の解決に集中できるようになるため、その読みやすさや書きやすさも向上

します。

Spring Data やApache DeltaSpike を使っている方にとって、リポジトリ・パターンはもうおなじみのものでしょう。い

ずれのフレームワークも、エンティティのリポジトリを簡単に生成できるようにするもので、もっとも一般的な作成、読取り、

更新、削除（CRUD）操作や、インタフェースおよびメソッド・シグネチャに基づくカスタム問合せを生成できます。

次のコード・スニペットでは、Spring Data の CrudRepository インタフェースを拡張し、指定した姓を持つ Employee

エンティティをロードするメソッドを追加したリポジトリを定義しています。Spring Data の CrudRepository インタフェー

スには、保存や削除などの標準の書込み操作と読取り操作を行う一連のメソッドが定義されています。Spring Dataでは、

このインタフェースを実装するクラスが生成されるため、余計な手間をかけることなく必要な機能を組み込むことができま

す。

public interface EmployeeRepository 

    extends CrudRepository <Employee, Long> { 

    List<Employee> findByLastname(String lastname);

}

Apache の DeltaSpikeプロジェクトでも、Java EE およびJakarta EE アプリケーション向けに同じような機能が提供されて

います。

ここまでで説明した構造化パターンに加えて、リレーショナル・データベースからデータを読み取る際に適用すべき

問合せのパターンや避けるべきアンチパターンがいくつか存在します。ここでは、Open Session in Viewアンチパターンと、

DTOパターンという、もっとも有名な 2 つのパターンに注目します。
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Open Session in Viewアンチパターン
ビュー・レイヤーで Hibernate の Session を開くのは、何年も前から存在するアンチパターンです。まずは簡単に説明します。

基本的な考え方は単純で、Hibernate の Session をアプリケーションのビジネス・レイヤーではなくビュー・レイヤーで開き、

閉じるというものです。これによって、ビジネス・レイヤーでいくつかのビジネス操作を呼び出して1つまたは複数のエンティ

ティを取得し、その結果をビュー・レイヤーにレンダリングできるようになります。このレンダリング手順を実行している間、

Hibernate の Session を開いたままにします。これは、Hibernate が LazyInitializationException をスローせずに、遅延

初期化されたエンティティ関連をロードできるようにするためです。

このアンチパターンがよく使われている主な理由として、このパターンは、とても簡単に使用でき、小さな開発システ

ムやテスト・システムでは何の問題も起きないことが挙げられます。しかし、アプリケーションを本番環境にデプロイすると、

そのメリットはなくなります。本番環境では、遅延初期化されたエンティティ関連の初期化に多くの追加問合せが必要にな

るからです。これは、n+1選択問題と呼ばれています。

この問題は、次のセクションで説明するDTOパターンを使うか、Hibernate の Session をビジネス・レイヤー内で管

理することで回避できます。

ビジネス・レイヤー内で管理して問題を回避しよ

うとする場合、必要な関連すべてをビジネス・レイヤー

内で初期化しなければなりません。これが必要になる

のは、ビュー・レイヤーがレンダリング操作を開始した

時点で、Hibernate の Session はすでに閉じられており、

ビュー・レイヤーがそこにアクセスすることはできない

からです。そのため、初期化されていない関連にアク

セスしようとするたびに、LazyInitializationException

がスローされます。この例外を避けるもっともよい方法は、遅延フェッチされる関連をビジネス・レイヤーで初期化するこ

とです。JPAとHibernateでは、これを実現するためのいくつかの選択肢が提供されています。ここでは、よく使われる2

つの方法について見てみます。 
 ■ JPQL 問合せでJOIN FETCH 句を使用 
 ■ 問合せに依存しない @NamedEntityGraphを定義

JOIN FETCH句で関連を初期化：JOIN FETCH 句は関連を初期化するもっとも簡単な方法であり、あらゆるユースケースで

お勧めできます。JOIN FETCH 句は、Java Persistence Query Language（JPQL）問合せや CriteriaQuery で使用できます。

この句は、永続化プロバイダに対して、関連が設定されている2 つのエンティティの表を問合せの中で結合するだけでなく、

関連が設定されている複数のエンティティからい
くつかの属性を取り出すことが必要なユースケー
スも、Data Transfer Objectを使う一般的な理由に
なります。

https://www.thoughts-on-java.org/jpql/
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関連を初期化するように指示するものです。

次のコード・スニペットは、Department エンティティと、このエンティティとの間で関連が設定されているEmployee

エンティティとを一緒にフェッチする簡単な JPQL 問合せを示しています。

TypedQuery<Department> q = em.createQuery(
    "SELECT d FROM Department d LEFT JOIN FETCH d.employees", Department.class);

Hibernate の SQL 問合せロギングを有効にしてこの問合せを実行すると、次のSQL文がログ・ファイルに書き込まれます。

18:25:08,666 DEBUG [org.hibernate.SQL] - 

    select

        department0_.id as id1_0_0_,

        employees1_.id as id1_1_1_,

        department0_.name as name2_0_0_,

        department0_.version as version3_0_0_,

        employees1_.department_id as departme5_1_1_,

        employees1_.firstName as firstNam2_1_1_,

        employees1_.lastName as lastName3_1_1_,

        employees1_.version as version4_1_1_,

        employees1_.department_id as departme5_1_0__,

        employees1_.id as id1_1_0__ 

    from

        Department department0_ 

    left outer join

        Employee employees1_ 

            on department0_.id=employees1_.department_id
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おわかりのように、Hibernate によって、Department エンティティにマッピングされているデータベース列だけでなく、同

じ問合せの Employee エンティティにマッピングされているすべての列も選択されています。この処理は、追加の問合せ

を行って、該当したDepartment エンティティそれぞれについて関連を初期化するよりも、はるかに高速です。

NamedEntityGraphで関連を初期化：EntityManager の find メソッドでエンティティをロードしている場合や、再利用可

能な形でフェッチ動作を定義する方法を探している場合は、NamedEntityGraph を使用できます。これは JPA 2.1で導入

された方法で、アノテーションベースのアプローチにより、データベースからフェッチするエンティティのグラフを定義する

ものです。

次に示すのは、NamedEntityGraph の簡単な例です。ここでは、Department エンティティとの間で関連が設定され

ているすべての Employee エンティティをフェッチしています。

@NamedEntityGraph (

    name = "graph.DepartmentEmployee",

    attributeNodes = @NamedAttributeNode("employees")

)

NamedEntityGraph を定義すると、問合せやEntityManager.find メソッドの呼出しの際にその NamedEntityGraph を

fetchgraph として使うように、永続化プロバイダに指示できます。この指示には、問合せのヒントを使います。

Map<String, Object> hints = new HashMap<>();

hints.put("javax.persistence.fetchgraph", 

    em.getEntityGraph("graph.DepartmentEmployee"));

Department d = em.find(Department.class, 1L, hints);

生成されるSQL文は、先ほどの 

JPQL 問合せから生成されたものによく似ています。

18:25:35,150 DEBUG [org.hibernate.SQL] - 

    select

        department0_.id as id1_0_0_,

        department0_.name as name2_0_0_,
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        department0_.version as version3_0_0_,

        employees1_.department_id as departme5_1_1_,

        employees1_.id as id1_1_1_,

        employees1_.id as id1_1_2_,

        employees1_.department_id as departme5_1_2_,

        employees1_.firstName as firstNam2_1_2_,

        employees1_.lastName as lastName3_1_2_,

        employees1_.version as version4_1_2_ 

    from

        Department department0_ 

    left outer join

        Employee employees1_ 

            on department0_.id=employees1_.department_id 

    where

        department0_.id=?

Data Transfer Object（DTO）パターン
DTO もまた、よく使われる有名なデザイン・パターンです。このパターンでは、1つまたは複数のクラスを追加し、そこで

特定のユースケースやアプリケーションのAPIが使用するデータ構造をモデリングします。DTO はシンプルな Javaクラスで、

データの転送やデータへのアクセスをできる限り効率化することを目的としています。次のコード・スニペットは、社員の姓

名と部署名を格納するEmployeeWithDepartment DTO の例を示しています。

public class EmployeeWithDepartment {

    private String firstName;

    private String lastName;

    private String department;

    public EmployeeWithDepartment(String firstName, String lastName,

            String department) {

        this.firstName = firstName;
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        this.lastName = lastName;

        this.department = department;

    }

    public String getFirstName() {

        return firstName;

    }

    public void setFirstName(String firstName) {

        this.firstName = firstName;

    }

    public String getLastName() {

        return lastName;

    }

    public void setLastName(String lastName) {

        this.lastName = lastName;

    }

    public String getDepartment() {

        return department;

    }

    public void setDepartment(String department) {

        this.department = department;

    }

}
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定義したDTO は、JPQL、Criteria、ネイティブ問合せで投影として使用できます。JPA は、JPQL および CriteriaQuery 問

合せのコンストラクタ式をサポートしており、@SqlResultSetMapping を使って、取得したそれぞれのレコードに対してネイ

ティブ問合せの結果をマッピングすることができます。いずれの場合も、永続化プロバイダによって、指定したデータベー

ス列が選択され、結果セットのそれぞれのレコードについて、コンストラクタ式で参照されているコンストラクタが呼び出

されます。

次に示すコード・スニペットは、コンストラクタ式を使った JPQL 問合せの例を示しています。コンストラクタ式には、

new キーワードとDTO の完全参照クラス名に続けて、パラメータを定義する1つまたは複数のエンティティ属性を記述し

ます。

TypedQuery<EmployeeWithDepartment> q = em

    .createQuery( 

        "SELECT new "

        + "org.thoughts.on.java.model.EmployeeWithDepartment("

        + " e.firstName, e.lastName, e.department.name) "

        + "FROM Employee e WHERE e.id = :id", EmployeeWithDepartment.class);

q.setParameter("id", 1L);

q.getSingleResult();

おわかりのように、問合せ結果の各レコードを、簡単にDTO にマッピングすることができます。それでは、DTO はどのよ

うな場合に使うべきなのでしょうか。

DTOを使う理由：互いに独立しているプレゼンテーション・レイヤーとビジネス・レイヤー（たとえば、REST APIと

JavaScript のフロントエンドを搭載した Javaマイクロサービス）を実装してデプロイする場合、内部情報や設計上の判断を

外に漏らすことのない安定した APIを作成すべきです。そうすることにより、APIを変更することなく、ビジネス・レイヤー

を新たな要件に適応させることや、既存の実装を改善することができるようになります。

また、ユーザーが見るべきではない内部属性や、関連が設定されているエンティティの巨大なリストなど、一部のエ

ンティティ属性をAPIから除外することもできるようになります。とりわけ REST APIでは、返されるJSONドキュメントにリ

クエストされたリソースを含めるよりも、そのリソースを提供する別の RESTエンドポイントへのリンクを提供する方がよい

でしょう。

https://www.thoughts-on-java.org/result-set-mapping-constructor-result-mappings/
https://www.thoughts-on-java.org/result-set-mapping-constructor-result-mappings/
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関連が設定されている複数のエンティティからいくつかの属性を取り出すことが必要なユースケースも、DTO を使う

一般的な理由になります。もちろん、すべての関連とともにエンティティをロードすることはできますが、ユースケースで必

要な属性のみを選択する方法ほど効率的ではありません。

DTOの欠点：DTO デザイン・パターンには、いくつかの欠点もあります。まず、DTO がエンティティと同一である場合、か

なり冗長性が高くなります。いずれかの属性の変更または削除が必要になるたびに、さらに手間が増えます。

また、すでに経験からおわかりかと思いますが、永続化レイヤーからCRUDユースケースのAPIを切り離すのは困難

です。それでも、DTO を使うと、APIを変更せずにエンティティを変更することができます。現実世界のプロジェクトを見

れば、エンティティを変更した場合、DTO も変更する必要があることがほとんどです。DTO がエンティティと同一で、常に

両方を変更している状況にある場合は、DTO を削除して代わりにエンティティを使うことを検討すべきです。

まとめ
ほとんどのSpringアプリケーションやJakarta EE アプリケーションでは、永続化レイヤーの実装に JPA が使われています。

そのため、効率的で安定した永続化レイヤーの実装に役立つ、確立された複数のデザイン・パターンが選択肢として存在

することは当然です。

本記事では、継承よりもコンポジションを優先すべきである理由を説明し、リポジトリ・パターンとDTOパターンに

注目しました。また、Open Session in Viewアンチパターンを避けるために、遅延フェッチされる関連をビジネス・レイ

ヤーで初期化する2 つの選択肢の比較も行いました。本記事で説明した内容は、非常によく使われるパターンのほんの一

握りでしかありません。JPAやHibernateで使用できるデザイン・パターンについてさらに学習したいという方は、Session 

per Request パターンや Conversation パターンなどのトランザクション・パターンについても調べてみるとよいでしょう。

</article>
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