
  

豆ナイト発表資料

JBoss Seam
JBossが提案する

次世代Java EEフレームワーク

2006年9月8日(金)
Japan JBoss User Group

皆本房幸



  

JBossとは

● JBossはオープンソースJavaアプリケーションサーバ

– 1999年に設立。最初はEJBコンテナのみ

– 2000年 JBoss 2: ホットデプロイ

– 2003年 JBoss 3: JMXマイクロカーネル

– 2004年 JBoss 4: Sun J2EE認定、EJB3、JBossAOP
– 2006年 JBoss 5: DIコンテナベースのマイクロコンテナ

● 2006年6月、JBoss, Inc.はRedHat, Inc.に買収された。

   (http://www.redhat.co.jp/about/news/JBoss_news.html)



  

JEMS

JEMS SOA Whitepaper P.7より引用 (http://www.jboss.com/products/soa)



  

Japan JBoss User Group

http://www.jbug.jp 　　   

日本JBossユーザ・グループ

(Japan JBoss User Group: JJBug)　 

JJBugはユーザ間の交流とJBossの普及を目指した
JBoss公認ユーザ・グループです

http://www.jbug.jp/


  



  

本日のゴール

Seamの背景を理解する
● Seamが解決しようとしている課題を理解する
● Seamのコンポーネントモデルの基礎を理解する
● JBossにとってのSeamの位置づけを確認する



  

内容

● はじめに
● Seamの概要
● Webアプリケーション開発の課題
● Seamによる新しいプログラミングモデル
● JBoss開発プラットフォームとしてのSeam
● まとめ



  

JBoss Seam

Part 1
Seamの概要



  

Seamとは

JBoss SeamはJBossによって開発された初めての
Webアプリケーションフレームワークである
（最新バージョン1.0.1)

SeamはWeb 2.0アプリケーションのための強力で新しいアプ
リケーションフレームワークで、AJAX, JSF, EJB 3.0, Java
ポートレット，ワークフローといったSOAテクノロジーを統合し
ます
-- JBoss Inc.



  

JSR-299：WebBeans

JBoss SeamはJBoss開発者が始めてスペックリード
になったJSRである。

Specification Lead
Gavin King 　JBoss, Inc. 

この仕様の目的は、JSF managed beanコンポーネントモデ
ルとEJBコンポーネントモデルを統合し、Webベースのアプリ
ケーションのためのとても簡単なプログラミングモデルを生み
出すことである



  

JSR-299：WebBeans（２）

Initial Expert Group Membership：

Borland, Google, JBoss, Oracle, Sun, Sybase
スケジュール：

Expert Group Formation: July 2006
Early Draft Review: March 2007
Public Review: September 2007
Final Release: April 2008

ベースとなる技術領域：
EJB 3.0,  JSF 1.2, JBoss Seam, Struts Shale, 
Oracle ADF



  

Java EE 5.0の課題

JSFやEJB3といった個別のAPIレベルでは使い

勝手の改善（EoD)は見られたが、アプリケーション作
成の飛躍的な開発生産性向上までは至っていない。

個別のAPIだけの改善だけではなく、開発者の視点
から、それらを上位で統合するアプリケーションモデ
ルが必要ではないか。



  

JSF＋EJB3

SeamはJSFとEJB3をつなぐGlue（糊）を提供し、

ユーザがビジネスロジックに集中できるようにする

● JSFはViewとControllerを提供
● EJB3はModelを提供
➢　Entityはデータモデル
➢　Session Beanはイベントリスナー

● Seamは両者のギャップを埋める



  

JavaServer Faces (JSF)

● JSFはコンポーネントベースのWebアプリケーションフレー
ムワーク

● イベントの処理やバリデーションをManaged Beanに任せ
ることができる

● ViewのUIコンポーネントとManaged Beanのメソッドやプロ
パティを結合することができる

<h:input_text id="userNo"

  value="#{UserNumberBean.userNumber}"

  validator="#{UserNumberBean.validate}" />



  

EJB3

● EJB3は、Light Weight Javaの影響を受け、POJOベース
の仕様に生まれ変わった

● 批判の矢面に立っていたEntity BeanはJPA仕様に置き換
えられ、J2SE環境でも利用可能になった

項目 EJB 3.0 EJB 2.x 備考

POJO

メタデータ定義 アノテーション

不要 必要

すべて必要

エンティティ コンテナ不要 コンテナ必要

Bean定義 EJBObjectの継承を
必要とする

Plain Old Java 
Object (POJO)

XML定義 EJB3ではXML併用可

Homeインタフェース EJB3ではnewでEJB
を生成

コンポーネント
インタフェース

Session, MDBは必要
Entityは不要

EJB3 Entityは分散と
は完全に分離された

Java Persistence 
API（JPA)



  

JBoss Seamのインストール

JBoss Seamの最新版(1.0.1GA)を動作させるには
以下のパッケージが必要

● JDK 5.0
● JBoss Application Server 4.0.4GA
● JBoss EJB3 RC8
● JBoss Seam 1.0.1GA

インストール方法の詳細は、JJBugホームページ(www.jbug.jp)の
「JBossSeamのインストール」のページを参考のこと



  

JBoss Seam

Part 2
Webアプリケーション開発の課題



  

Seamの特徴

● EJBベースの開発
● AJAXベースのリモーティング
● ステートフル・アプリケーション
● プロセス駆動アプリケーション
● コア機能としてのテスト可能性



  

本日のテーマ

● EJBベースの開発
● AJAXベースのリモーティング
● ステートフル・アプリケーション
● プロセス駆動アプリケーション
● コア機能としてのテスト可能性



  

HTTPセッションの限界

HTTPはもともとはステートレスなプロトコルである
● Javaではセッションの維持には、HTTPセッションが使用さ

れる

● 状態をサーバに保存しないためには、URLやhiddenフィー
ルドに特別なトークンを渡して制御する必要がある

● ブラウザでタブや別ウィンドウを開くと、同じセッションにアク
セスしてしまう



  

　ステートフルWebアプリケーション

SeamはステートフルWebアプリケーション開発を
サポートする

● HTTPは本来ステートレスなプロトコル
● Webアプリケーションは本来ステートを持つもの
● HTTPセッションへの状態のセーブやロードは本来ビジネ

スロジックを記述する上では不必要な作業
● Seamはアプリケーション開発者にとってより自然で便利

な状態管理を可能にする



  

　サンプルプログラムの説明

概要：
ユーザ情報を入力して、DBに保存するウィザード

仕様：
● セッション上に「ユーザ情報」を保持する。
● セッション上に「アクセスカウンタ」を保持する。
● 「ユーザ情報」のDB保存にはEJB3.0を使う。

画面構成:
① 名前入力画面 (helloボタン押下で次画面)
② 入力確認画面 (saveボタン押下で次画面)
③ 終了画面



  

　画面①: 名前入力画面



  

　画面②： 入力確認画面

同一セッション内で
登録されたユーザ数

前画面で入力されたユーザ名

ユーザ名をDBへ保存



  

　画面③： 終了画面



  

　サンプルプログラムの構成
(JSFの場合)

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

Managed Bean

変数
user User　

Entity 
HTTP
セッション



  

　課題リスト

ステートフルWebアプリケーション作成上の課題： 　

① Managed Beanの存在

② コンポーネント間の連携

③ セッション上のメモリ管理

④ 戻るボタン対策

⑤ マルチウィンドウ対策

これらの結果として、コードが複雑化する。



  

課題１：Managed Bean

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

変数
user User

Entity

画面①からUser Entityに
直接アクセスできない

(EJB3との連携ができない）

Manage Beanの設定が煩雑
(XMLによる設定ファイル）

Managed Bean



  

課題2：コンポーネント間連携

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

変数
user User

Entity

HTTPセッションにアクセスする
この部分のコーディングは
ビジネスロジックとは無縁

Managed Bean



  

課題3：セッション上のメモリ管理

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

変数
user User

Entity

対話終了後のメモリ解放は
アプリケーションの責任
（メモリーリークの危険）

Managed Bean



  

課題4：戻るボタン対策

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

変数
user User

Entity

画面③から②に戻るとき
saveボタンは無効にしたい

Managed Bean



  

課題5：マルチウィンドウ対策

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

変数
user User

Entity

同一マシン上の複数ウィンドウ
から同じセッション情報にアクセス

できてしまう。

Managed Bean



  

JBoss Seam

Part 3
Seamによる

新しいプログラミングモデル



  

　Seamフレームワーク

Seamフレームワークの定義：

「SeamはContextual Componentを管理するフレーム
ワークである。」

ここで、Contexual　とは、コンポーネントがサーバ内のコンテキスト上で
管理されており、同じコンポーネントでも文脈（コンテキスト）によって挙
動が変わるということを意味する。

コンテキストで管理されているということは、Seamコンポーネントはス
テートフルコンポーネントであることが想定されているということ。



  

　Seamコンポーネントモデル

● コンポーネントはPOJOで実現される。
● コンポーネントの可視範囲や生存期間は

コンテキストによって統一的に制御される
● コンポーネント間の参照関係は
DIによって動的かつ双方向に解決される



  

Hello Worldデモ（hello3)

●ステートフルWebアプリケーション
●JSFページ遷移
●Conversionスコープ



  

　サンプルプログラムの構成
(Seamの場合)

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

HelloAction
SFSB

User　

Entity 

Seamコンテキスト

ユーザ名
参照

Seam
コンポーネント

(POJO)



  

　hello3デモのファイル構成

View(Facelets):
hello.xhtml  画面①：名前入力画面

save.xhtml  画面②：入力確認画面

thanks.xhtml  画面③：終了画面

Java(EJB3):
Hello.java          ステートフルセッションBean I/F

HelloAction.java  ステートフルセッションBean実装

User.java　　　　　エンティティBean

Counter.java  JavaBean



  

　ページ遷移

<faces-config>
...
 <navigation-rule>
    <from-view-id>/hello.xhtml</from-view-id>
    <navigation-case>
      <from-outcome>success</from-outcome>
      <to-view-id>/save.xhtml</to-view-id>
      <redirect/>
    </navigation-case>
 </navigation-rule>
...
</faces-config>



  

JBoss Seamの解

課題①Managed Beanの存在

ViewからEJBを直接操作



  

　UIデザイナからの見え方

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

HelloAction
SFSB

User　

Entity 

ユーザ名
参照

Viewから直接EJBを操作しているようなイメージ



  

　コンポーネント名（@Name)

Seamコンポーネントの名前は@Nameアノテーション
で指定する。この名前はコンテキスト上でコンテキスト
変数を識別するのに使用される。

 JSP/Faceletからの指定方法：

　　　#{コンポーネント名.フィールド名｝

　　　#{コンポーネント名.メソッド名｝



  

画面①：名前入力画面

   <h:form>
    <h1>名前を入力してください: </h1>
    <h:inputText id="name" 
　　　　value="#{user.name}" 
　　　　required="true"/><p/>
    <h:commandButton 
　　　　action="#{hello.sayHello}" 
　　　　value="Hello" class="button"/>
   </h:form>



  

画面②：入力確認画面

 <h1>ユーザ情報</h1>
    <h2>名前: #{user.name}</h2>
    <h2>カウンタ: #{counter.value}</h2>
    <h:form>
    <h:commandButton 

action="#{hello.save}" 
value="Save" class="button"/>

    </h:form>



  

画面③：終了画面

<h1>#{user.name}さん、ありがとうございました
</h1>



  

JBoss Seamの解

課題②コンポーネント間の連携

必要なデータは実行時に
インジェクションで注入



  

　コンポーネント間の参照

コンポーネント間の参照関係は動的かつ双方向。

コンポーネント間の参照はコンテキストを介して間接的に行われ
る。コンポーネントはコンテキスト介して実行時に他のコンポーネ
ントの参照を得る。

@Inアノテーション
メソッド実行前にコンテキストからオブジェクトを取得

@Outアノテーション
メソッド実行後にコンテキストにオブジェクトを設定



  

コンポーネント間の連携

@In
インジェクション

A

@Out
アウトジェクション

A

@In,@Out
バイジェクション

A

Aのメソッド実行前に
BからAに伝わる

Aのメソッド実行後に
AからBに伝わる

Aのメソッド実行前に
BからAに伝わり、
Aのメソッド実行後に
AからBに伝わる

コンテキスト

B

コンテキスト

B

コンテキスト

B



  

　バイジェクション

バイジェクション（Bijection）
コンポーネントとフレームワーク間の双方向注入

@In、@Outアノテーションの組によって実現
● コンテキスト依存
●双方向性
●動的

バイジェクションによって、コンポーネント間は互いに疎結合の
ままでステートフルな複合オブジェクトを作成することが可能
になる。



  

　バイジェクション

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

HelloAction
SFSB

User　

Entity 

ユーザ名
参照

Seamコンテキスト

Seamフレームワークが
必要なコンポーネントを
動的に注入してくれる

（バイジェクション）



  

HelloAction.java
@Stateful
@Name("hello")
@Scope(SESSION) // セッションコンテキストに登録

@Conversational(ifNotBegunOutcome="error")
public class HelloAction implements Hello, Serializable{
   @In private User user;
   @In(create=true) private Counter counter;         インジェクション
   @Logger private Log log;

   public HelloAction() {}

// 次ページへ続く



  

Viewからのイベント生成

A

Seamコンテキスト

コンテキスト変数

user

ページから生成されたイベントはSessionBeanのメ
ソッド呼び出しに変換される。呼び出されたSession 
Beanはコンテキストにアクセスして情報を取得する
ことができる。

SessionBean

インジェクション
ページ

@In User user

イベント生成
（メソッド呼び出し）

ボタン



  

インジェクション時の生成

A

Seamコンテキスト

コンテキスト変数

インジェクション時にコンテキスト変数にオブジェクト
が設定されていなければ、フレームワークによって
自動的にオブジェクトが生成される。

@In
インジェクション

オブジェクトの
自動生成



  

インジェクション時の生成(例)

HelloAction

Statefulコンテキスト

コンテキスト変数

user

UserManager内で@In Userが宣言されていて、
そのオブジェクトがまだコンテキスト変数userに設定され
ていないと、フレームワークによってUser Entity
が自動的に生成された後にUser Managerに注入される。

インジェクション

Entityの生成

User

Stateful
SessionBean

@In　User user



  

JBoss Seamの解

課題③ セッション上のメモリ管理

コンポーネントはSeamが
コンテキスト上で管理する



  

　スコープ(@Scope)

Seamのスコープ（可視範囲）やライフタイム（生存期
間）はクラス（EJB3, JavaBeans)に対して宣言される
@Scopeアノテーションによって決定される。

● 例）Conversationスコープと宣言されたオブジェクトは、他
のConversationとは別の名前空間が提供される。



  

　ライフタイム

@Scopeアノテーションで宣言されたコンポーネントの
ライフサイクル（生成、破壊）は、Seamによって自動
的に管理されるので、プログラマはそれらの処理から
解放されビジネスロジックに集中できる。

● 例）Sessionスコープ（HTTPセッション）が終了するとき、そ
れに相当するステートフルセッションBeanがSeamによって
自動的に破壊される。



  

User.java
@Entity                     // EJB 3.0 Entity Bean
@Name("user")        // 名前は”user”
@Scope(SESSION) // セッションコンテキストに登録

@Table(name="HELLO_USERS")
public class User implements Serializable {
   private String name;

   public User(String name) { this.name = name; }
   public User() {}

   @Id
   public String getName() { return name; }
   public void setName(String name) { this.name = name; }
}



  

Counter.java
@Name("counter")
@Scope(SESSION) // セッションコンテキストに登録
public class Counter implements Serializable {
   private long value = 0;

   public Counter() {}

   @Id
   public long getValue() { return value; }
   public void setValue(long value) { this.value = value; }
   public long countUp() { return ++value; }
}



  

　Seamコンテキスト

@Scopeが宣言されたオブジェクト（Seamコンポーネ
ント）はコンテキスト上で管理される。

● コンテキストは@Scopeの種類だけ存在する
● コンテキストは階層構造を成す（例：Event < Session)
● コンテキストのライフサイクルはSeam内部で管理される
● プログラマはコンテキストにAPIによってアクセスするので

はなく※、Seamフレームワークが利用コンポーネントに対し
て依存注入する

　　※Seamではコンテキストに明示的にアクセスするAPIも提供されている



  

　コンテキスト変数

コンテキストはコンテキスト変数の集合である。
ページやコンポーネント間での情報の共有はコンテキ
スト変数を介して行われる。

Seamコンテキスト

コンテキスト変数

ページ① ページ②

参照・設定 参照・設定

A

コンポーネント

B

コンポーネント



  

　復習：Servlet/JSPのスコープ

クライアント、サーバ間でデータを渡すときに、その変
数のスコープを定義することができる。

Request:
リクエストのみ

Session:
HTTPセッションの間

Application:
アプリケーションが存在する間

SessionとApplication
の間にアプリケーション
の用途に応じたスコープ
が欲しい



  

　Seamのスコープ

SeamはHTTPスコープを拡張する。

スコープの種類ごとにコンテキストが存在する

Stateless:　　   　状態を保持しない

Event:     リクエストのみ

Page:　     そのページのみ

Conversation:　　対話している間

Session:      HTTPセッションの間

Process:      ビジネスプロセスの間

Application:      アプリケーションが存在する間

Seamで新たに定義
されたスコープ



  

　コンテキスト優先度検索

Sessionコンテキスト

Conversationコンテキスト

コンテキスト変数はコンテキスト階層を遡って検索する。

Eventコンテキスト



  

JBoss Seamの解

課題④ 戻るボタン対策

Seamは対話状態を管理
戻った先にはすでに状態なし!!



  

　対話状態とは何か

対話状態とは複数メソッドをまたがってサーバ側で保持される状態

※対話状態はクライアント毎にサーバ側で管理される。

クライアント サーバー

買い物開始

購入ボタン押下

対話状態の生存期間
（例：ショッピングカート）

カートに追加



  

宣言的状態管理

@Conversationalで対話状態を操作するコンポーネ
ントであることを宣言する。ifNotBegunOutcomeには
存在しない対話状態を操作しようとしたときの結果を
表す（ページ遷移で利用）。

「対話状態」の開始・終了はプログラマがメソッド上に
アノテーションによって宣言する。

@Beginで対話状態の開始を指示する。

@Endで対話状態を終了を指示する。



  

HelloAction.java
@Stateful
@Name("hello")
@Scope(SESSION) // セッションコンテキストに登録

@Conversational(ifNotBegunOutcome="error")
public class HelloAction implements Hello, Serializable{
   @In private User user;
   @In(create=true) private Counter counter;
   @Logger private Log log;

   public HelloAction() {}

// 次ページへ続く



  

HelloAction.java (2)
   @Begin // 対話状態を開始

   public String sayHello() {

　　counter.countUp();
       log.info("counter=#{couter.value});       
       log.info("Hello #{user.name}");
       return "success";
   }

   @End // 対話状態を終了

   public String save() {
       log.info("Save #{user.name}");
       // ...
       return "success";
   }



  

Seamによる対話の管理

Seamはページと対話状態の対応関係を知っている

● Seamはページごとに「対話ID」を割り当てる

● Seamは対話状態を管理する

Seamは「戻るボタン」で戻った先のページの再実行
が無効であると判断可能である

ボタンの二度押しも同様



  

実験１：戻るボタンの挙動

再現手順：
● 画面③から戻るボタンで画面②にページ遷移
● 画面②の「save」ボタンを押す

内部動作：
➢ ブラウザは前のページを表示（対話IDがURL上にある）

➢ 「save」ボタンを押下すると、Seamは@Endの付いた
saveメソッドを呼び出す

➢ Seamは指定された対話IDの対話状態が存在しないこ
とを検知し、@End操作は無効とみなす



  

実験１の結果

no long-running conversation for
 @Conversational bean: hello

対話スコープのBean: helloの長期対話は
存在しません



  

変更前　
●HelloActionとカウンタをセッションコンテキストに置く

対話と無関係にセッションは維持されるので、
登録ごとにカウントアップする

変更後　

●HelloActionとカウンタを対話コンテキストに置く

対話コンテキストは@Endで破棄されるので

カウントは対話開始時に毎回生成され、
カウントアップしない

実験2: 対話コンテキスト



  

HelloAction.java（変更後）

@Stateful
@Name("hello")
@Scope(CONVERSATION) // SESSIONからCONVERSATIONへ
@Conversational(ifNotBegunOutcome="error")
public class HelloAction implements Hello, Serializable{
   @In private User user;
   @In(create=true) private Counter counter;
   @Logger private Log log;

   public HelloAction() {}

// 次ページへ続く



  

Counter.java（変更後）

@Entity
@Name("counter")
@Scope(CONVERSATION) // SESSIONからCONVERSATIONへ
public class Counter implements Serializable {
   private long value = 0;

   public Counter() {}

   @Id
   public long getValue() { return value; }
   public void setValue(long value) { this.value = value; }
   public long countUp() { return ++value; }
}



  

ステートフルセッションBeanとエンティティBeanのデ
フォルトスコープはCONVERSATIONである。

したがって、HelloActionとカウンタに関しては、実は
@Scope(CONVERSATION)と明示的にかかなくとも
対話コンテキストに登録される。

デフォルトスコープ



  

　対話コンテキストの実験
(変更前)

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

HelloAction
SFSB

User　

Entity 

セッション コンテキスト

ユーザ名
参照

Counter
　Entity 



  

　対話コンテキストの実験
(変更後)

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

HelloAction
SFSB

User　

Entity 

セッション
コンテキスト

ユーザ名
参照

Counter
　Entity 対話

コンテキスト



  

　対話コンテキストの実験
(変更後)

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

HelloAction
SFSB

User　

Entity 

セッション
コンテキスト

ユーザ名
参照

Counter
　Entity 対話

コンテキスト

対話の期間だけコンテキスト
が存在し、対話が終了すると

コンテキストとそれに登録された
Beanが自動的に破棄される。



  

　対話状態のライフサイクル

クライアント Seam HelloAction

Conversation
sayHello()#{hello.sayHello}

#{hello.save} save()

@Begin

@End



  

Seamデバッグページで確認



  

Seamの仕組み

画面① 画面② 画面③

helloボタン
押下

saveボタン
押下

HelloAction
SFSB

User　

Entity 

ユーザ名
参照

Seamコンテキスト

EJB 3.0
インターセプタ

JSFリスナー



  

JBoss Seamの解

課題⑤ マルチウィンドウ対策

Seamは対話コンテキストを
スレッドごとに割り当てる



  

Hotel Bookingデモ

● ステートフルWebアプリケーション
● 対話コンテキスト
● ワークスペース管理
● 「戻るボタン」と「マルチウィンドウ」対策



  

Hotel Bookingデモ（２）



  

まとめ：JBoss Seamの解

課題

Managed Bean

コンポーネント間連携 動的な双方向インジェクション（バイジェクション）
メモリーリーク コンテキストによるコンポーネント管理
戻るボタン対策 アノテーションによる宣言的状態管理
マルチウィンドウ対策 ワークスペース管理

Seamの解決策
Viewから直接EJBにアクセス可能
アノテーションによる設定(XMLの煩雑さ軽減）

ビジネスロジックの記述に集中できる。
コード量が減るので、バグも減る。
リファクタリングも容易。



  

Part 4
JBoss開発プラットフォーム

としてのSeam

JBoss Seam



  

　JBoss開発プラットフォーム
としてのSeam

Seamは、Java EEサービスをPOJOとして提供する
ためのJBossプロダクト群のフロントエンドとして位置
づけられると考えられる

● JSF
● AJAX    
● EJB3
● jBPM
● Rules
● Remoting
● ESB



  

　JMSインテグレーション(１)

JMS(Java Messaging Service)の例
● サーバ側はメッセージ駆動型Beanがあるので簡単

に記述できる
● しかし、クライアント側はJMS APIを駆使したコード

を書かねばならない

● SeamはJMSクライアントAPIを簡単に扱えるような
ラッパーオブジェクトをコンポーネントとして提供



  

JMSインテグレーション（２）

@In
TopicPublisher　
topicPublisher

A B

Seamコンテキスト

TopicPublisher

JMSコンポーネントTopicPublisherは煩雑なJMS 
APIを隠蔽する。

コンテキスト変数
topicPublisher 参照インジェクション

SessionBean

JMS API



  

　JMSインテグレーション(３)

components.xml:
<component name="topicPublisher"
          class="org.jboss.seam.jms.ManagedTopicPublisher">
    <property 
name="topicJndiName">topic/stockTickerTopic</property>
</component>

...

</component>



  

　JMSインテグレーション(４)
@In(create=true)
private transient TopicPublisher topicPublisher;   
@In(create=true)
private transient TopicSession topicSession;

public void publish(StockPrice price) {
      try
      {
         topicPublisher.publish( 
　　　　　　　　　　　　　　　　topicSession.createObjectMessage(price) );
      } 
      catch (Exception ex)
      {
         throw new RuntimeException(ex);
      } 
}



  

本日のまとめ

JBoss Seam



  

Seamとは

● Java EEにシンプルで統一的なアプリケーションモ
デルを提供する

● 標準APIだけをベースとし、EJB３をアプリケーショ
ン・コンポーネントとして活用する

● JBossの新技術を何でも取り込む拡張可能なプラッ
トフォームである



  

Seamのポイント

ポイント1：　JSFアプリを簡単に

ポイント2：　状態管理を簡単に

ポイント3：　状態の更新はDIで
ポイント４：　対話状態は競合なし



  

Q&A



  

SeamとSFSB

FAQ



  

SFSBはアンチパターンでは？

● SFSBではパフォーマンスとスケーラビリティの問題
が指摘されている

● しかし、SFSBとHTTPSessionでは本質的には同じ
問題を抱えているはず

● このSFSBの問題は、クラスタのレプリケーション「実
装」に大きく依存する

● JBoss Cacheでは次のような改善がみられる
➢ Dirtyフィールドのみ保存（パフォーマンス）

➢ DBへの保存（信頼性）



  

SFSBとHTTPSession

● EJB仕様によるとSFSBに対するマルチスレッドから
のアクセスは禁止されている

● そこでプログラマは、SFSBのハンドルを
HTTPSessionに保存し、排他制御を強いられる

● Seamは、プログラマに対して、HTTPSessionを生
のまま見せるのではなくコンテキストというモデル化
をしている

● Seamを使えば、プログラマはSFSBの排他制御や
セッションのメモリ管理をする必要がなくなる



  

Seamにおける対話状態の実現

● Seamは対話IDとSFSBの対応付けを管理する
● サーバは対話開始時に新しい対話IDを割付ける
● サーバは対話終了時にそれに対応するSFSBを破
棄する

● クライアントはフォーム送信時に対話IDも送る
● サーバは、対話IDに応じたSFSBを選択する
● クライアントは終了した対話のページに遷移すると

エラーになる



  

キャッシュとしてのSFSB

● JPA仕様書では、Persistence Context（ＰＣ）として
TransactionとExtendedの2種類を指定可能

● SFSBでPCにExtendedを指定すると、トランザク
ション終了後もインスタンスは分離状態にならない

● PCがExtendedであれば、管理インスタンスのまま
であるのでDBキャッシュの役割を果たすと言える

● これは、分離インスタンスに対して、遅延ロード時に
実行時エラーが生ずる問題を回避する

● SFSBを使えば、アプリケーショントランザクションを
実現することも容易


