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Java オープンソースの現状 

 

1.1 Java のオープンソースが注目される理由 

 近年，Apache XML/Jakarta/Eclipse/JBoss といった，Java で利用できる様々なオープン

ソースが注目を浴びています。注目を浴びる理由の 1 つとして，J2EE をはじめとした Java
技術自身が注目を浴びていることもありますが，重要な要素として，①利用しやすいライセ

ンス，②標準化対応，③高品質を保つ開発スタイルとサポート，があります。ここでは，こ

の 3 点から少し見ていきましょう。「オープンソースって言えば無料(ただ)でしょ？無料？」

と言って，コスト削減にしか注目していない人も中にはいますが，無料なだけではありませ

んので，注意しましょう:) 
 
◆ライセンス 
 Java で利用できるオープンソースの多くは，「比較的制約が緩いライセンスの下で配布」

されています。Jakarta/Apache XML 等，Apache 配下のオープンソースは，Apache 
Software License のもとで配布されており，自社のプロダクトに利用してもソースコードを

公開する必要がありません。JBoss/Eclipse は，LGPL(GNU Lesser General Public 
Lisence)/CPL (Common Public Lisence)等のライセンスで提供されており，ソフトウェアそ

のものを改変した場合は改変した部分を公開する必要がありますが，自社のプロダクトと一

緒に利用する場合は，自社で開発した部分のソースコードを公開する必要はありません。例

えば，Web アプリケーションや EJB を JBoss にデプロイしてもそのソースコードは公開す

る必要はありませんし，Eclipse のプラグインを作成した場合も同様です。 
 一方，FSF の Richard M. Stallman が掲げるソースコードの共有の理念に基づいたライ

センスとして，GPL があります。GPL のソフトウェアを利用した場合，ソフトウェア全体

のソースコードを公開する必要があります。過去に，GPL のソフトウェアを利用しているの

にもかかわらず，プロダクトをリリースしたときにソースコードを公開しなかったプロダク

トがその問題を指摘され，企業の信用を下げたことがありました。実際のソフトウェア開発

では，ほとんどの場合ソースコードを公開したくないでしょうから，ライセンスの条項が緩
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いことは，Java で利用できるオープンソースを広める重要なファクタであると言えます。

無論，GPL の下でも Linux/GCC 等広く利用されているオープンソースは幾らでもあります

ので，制限の緩いライセンスが優れているわけではありません。Java が利用されるビジネ

スの世界には合っていたということになります。 
 ちなみに，本書では，MySQL を除き，GPL のようなソースの公開を強制しないソフトウェ

アを紹介していますので，安心して自社のプロダクトでご利用いただけます(とは言うものの

謝辞が必要なものなどもありますので，ご利用の際は各ソフトウェアのライセンスに目を通

してください)。 
 
◆標準化対応 
 Linux/Apache/sendmail/XFree86 等の主要なオープンソースに注目すると，Apache や

sendmailは，IETFで標準化されているWebブラウザにコンテンツを転送するためのHTTP
プロトコルやメールを転送するための SMTP プロトコルに，XFree86 は OpenGroup の X 
Window X11R6 に対応しています。Linux は，IEEE/ISO/IEC といった標準化団体で国際

標準として採用されている OS カーネルのための API である POSIX に対応しています。 
 標準規格に対応しなくても注目を浴びているオープンソースソフトウェアもありますが，

あるオープンソースを採用するときに標準規格に対応しているかどうかは重要な判断要素

の 1 つになります。 
 Java のオープンソースでも同じ構図が成り立ちます。Java では，Java の標準仕様を策定

する団体として，JCP(Java Community Process：http://jcp.org/)が設立されています。こ

の JCP で策定された仕様は JSR(Java Specification Requests)と呼ばれます。最近の商用の

アプリケーションサーバ等は，この JSR を実装しています。アプリケーションサーバでは，

J2EE 対応という言葉がよく出てきますが，これは，Servlet/JSP/EJB/JTA/JMS 等の JSR
の仕様をまとめたものです。 
 近年注目されているTomcat/JBoss/Axis/Xerces/Xalan等のJavaのオープンソースの多く

は，JSR で策定された標準 API を採用しています。そのため，商用のアプリケーションサー

バ/ライブラリで培ったノウハウをオープンソースでも活かすことができ，オープンソース

への乗り換えの敷居を低くしています。逆に，オープンソースのアプリケーションサーバで

勉強してから，実際の業務では商用のアプリケーションサーバを利用することもできます。

参考までに，どのようなオープンソースがどの仕様を実装しているか，表 1.1 に示しておき

ます。 
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表 1.1 Java のオープンソースと標準仕様 

ソフトウエア JSR(API) 関連する他の仕様(標準化団体) 

Xerces/Crimson JAXP DOM/XML Schema(W3C)，SAX 

Xalan/Saxson JAXP XSLT(W3C) 

Apache FOP   XSL-FO(W3C) 

Axis JAX-RPC/SAAJ SOAP/SOAP with Attachment(W3C) 

Tomcat/Jetty Servlet/JSP HTTP(IETF) 

JBoss/JOnAS J2EE(EJB/JMS/JTA など)  

TJDO JDO  

Castor XML  XML Schema(W3C) 

XMLBeans/JaxＭｅ JAXB XML Schema(W3C) 

XML Security  XML Signature Synyax 

and Processing(W3C) 

JDOM JDOM  

Standard Taglib JSTL  

 
 なお，最近，Sun がコミュニティサイト Java.NET を立ち上げましたが，幾つかの JSR
のリファレンス実装は Java.NET 上でオープンソースとして開発されるようです。今後も，

ますます標準化仕様がオープンソース化される傾向は強まるでしょう。 
 
◆品質/サポート 

 Java の場合オープンソースと言っても，業務の一環として，開発に携わっている人が多

く，品質が比較的高くなっています。例えば，Apache XML の Xerces や Jakarta の Tomcat
等は，もともとは IBM や Sun といった企業が開発していたソフトウェアが Apache に寄付

されたものですが，ただ単に寄付されただけではなく，企業の開発者も参加して開発を行っ

ています。また，Java 自体の特性に注目すると，型チェックが厳しく型の不整合を生じに

くい，ガベージコレクションによりメモリ管理が容易である，例外が発生した場合，スタッ

クとレースで簡単に問題箇所を特定できる，など，高品質なソフトウェアを開発しやすいと

いう点も見逃せません。 
 Java に限った話ではありませんが，開発体制もメーリングリスト，バグデータベース，

CVS 等を用意しているものが多く，開発に対する様々な議論，ユーザからのバグレポートの

管理，ソースコードの共有と変更履歴の確認ができるようになっています。また，JUnit 等
のテストツールも普及してきています。あるバグを修正した場合，そのバグは修正されても

他のバグを誘発する可能性がありますが，JUnit でリグレッションテスト(再帰テスト)を用
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意しておけば，自分が加えた変更に対して，簡単に機能テストを行うことができ，新たなバ

グの誘発を抑えることができます。 
 ユーザサポートという観点からは，ユーザはメーリングリストで質問を行うことができ，

バグを発見した場合は，バグデータベースにバグの報告やそのバグを修正するパッチを登録

できるようになっています。バグの程度にもよりますが，重要度が高いバグは早急に修正さ

れることが多いです。通常，ユーザは次のバージョンのリリースが出るまで待ちますが，修

正は CVS で常に公開されているので，早急な対応が必要な場合は CVS 中の修正済みのコー

ドをすることも可能です。 
 
 
 

 ⇓オープンソースって何？◊ 

 一般的にオープンソースと言えば，「再配布の自由」「ソースコードの公開」「派生ソフ

トウェアの許可」「利用目的，利用者の非制限」等，全 10 項目を定めたオープンソース定

義(http://www.opensource.org/docs/definition.php)を満たすライセンスのもとで配布され

ているソフトウェアのことを指します。最近，オープンソースという言葉だけが一人歩きし，

ソースが公開されていれば何でもオープンソースだとする風潮がありますが，オープンソー

ス定義を満たすものだけがオープンソースのソフトウェア開発(バザール型のソフトウェア

開発)によるメリットを享受することができます。 
 オープンソースの定義は http://www.opensource.org/docs/definition_plain.php でご覧に

なれますので，一度目を通すことをお勧めします (八田真行さんによる日本語訳が

http://www.opensource.gr.jp/osd/osd-japanese.html でご覧になれます)。 
 また，オープンソースの定義の意義については，八田真行さんが Linux.com に寄稿した記

事 http://japan.linux.com/opensource/03/06/01/0234213.shtml に詳しく解説されているの

で，興味がある方はご覧ください。 
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1.2 Java オープンソースの現状 

 一口に Java オープンソースといっても，様々なアプリケーション/ライブラリがあります。

ここでは，世の中にどのような Java から利用できるオープンソースがあるか，見ていきま

しょう。 
 ここで，1 つ質問ですが，Java オープンソースとして，最初に注目されたのは何でしょう？ 

少し知識があれば，Web アプリケーションサーバ Tomcat を挙げる人が多いのではないかと

思います。実際，Tomcat がオープンソースで公開されてからは，Java オープンソースの代

名詞となりつつあります。しかし，Tomcat の前身の JServ もオープンソースで開発されて

いましたし，それ以外にも注目されるべきオープンソースの Java ソフトウェアはありまし

た。私は，XML パーサの Xerces が注目すべき Java のオープンソースの第一号であり，そ

の後，様々な影響を及ぼしたのではないかと思っています。 
 Xerces は，IBM が開発していた自社の XML パーサ XML4j を Apache プロジェクトに寄

付したのをきっかけにApache XMLプロジェクトで開発されるようになったXMLパーサで

すが，この Xerces により，商用のプロダクトレベルの品質で利用できる XML パーサがオー

プンソースで利用できることになりました。それに加えて，W3C で策定された XML 処理の

ための API である DOM や SAX を提供していました。このような標準規格を採用していた

ため，瞬く間に，Java の XML パーサのデファクトスタンダードになりました。この例にな

らい，後発の XML 関連のライブラリも Java で公開されることが多くなり，今でも，XML
の最新技術はまず Java で試されるということが多くなっています。 
 Java アプリケーションサーバ Tomcat も全くそれと同じことが言えます。Tomcat 以前に

も，Apache プロジェクトではサーブレットコンテナの JServ が開発されていましたが，

Servlet/JSP のリファレンスインプリメンテーションとして Tomcat がオープンソースで公

開されたのを機に，Java アプリケーションサーバが世の中に急速に浸透しています。 
 ところで，J2EE アプリケーションサーバの仕様には，大きく分けて Web 関連の仕様

Servlet/JSP とトランザクション関連の仕様 Enterprise JavaBeans の 2 つがあります。

Serlvet/JSP については，前述のようにオープンソースの実装として，Tomcat が存在しま

したが，EJB の実装は使えるものがありませんでした。最近では，JBoss/JOnAS といった，

オープンソースの EJB 実装も注目を浴びてきています。特に，JBoss が JavaWorld の

Editor's Choise に選ばれるなどして注目を浴びてきており，採用実績も増えています。Web
ページのユーザの声を読むと，ベンダのアプリケーションサーバから乗り換えて良かったと

いう声も少なくありません。 
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 さて，XML 技術/アプリケーションサーバ技術ときて，今(2003 年 7 月執筆時現在)最も熱

い話題を提供しているのが，オープンソースの IDE Eclipse と言えるでしょう。Eclipse の

出現以前は，JBuilder 等 Java の IDE が存在していましたが，開発者の多くは相変わらず

JDK+テキストエディタで開発を行っていました。しかし，近年，急速にそれらのテキスト

エディタ信者が Eclipse に乗り換えつつあります。Eclipse に関する書籍も続々出版され，

まさに「飛ぶ鳥も落す」勢いです。Eclipse 以前にも 100% Java で書かれた IDE として

NetBeans 等がありましたが，動作が重く，現場で利用するにはストレスが溜まりました。

これに対し，Eclipse は SWT と呼ばれる独自の GUI を採用することにより，軽快に動作す

る IDE となっています。軽快さに加え，プラグインアーキテクチャの採用によりプラグイ

ンとして様々な機能を簡単に追加できます。このような特徴もあり，現在，Eclipse の現場

への導入が急速に進んでいます。 
 その他にも様々な Java で使えるオープンソースがありますが，どのようなソフトウェア

があるのでしょうか。図 1.1 に，主要な Java のオープンソースを幾つかピックアップして

カテゴリ分けした図を示します。PostgreSQL，MySQL，Apache については，Java のソフ

トウェアではありませんが，Java アプリケーションサーバと一緒によく利用されるので，

ここに挙げています。ここでは，次の 4 つのカテゴリに分けてそれぞれ解説します。 
 
 ① Web アプリケーション 

 Web アプリケーションを作成するためのサーバ/フレームワーク，ツール等が含まれ

ます。 
 
 ② トランザクションシステム 

 トランザクション処理の要となるRDBMS本体に加え，JavaオブジェクトをRDBMS
のテーブルにマッピングする O/R マッピングツール，複雑なトランザクション制御を簡

単に扱えるようにした EJB コンテナなどがあります。 
 
 ③ XML 

 XML パーサ/XSLT プロセッサをはじめ，Java オブジェクトと XML 文書のマッピン

グを行い，XML 文書の処理を DOM や SAX に比べると簡単に行うことができる

Java-XML データバインディングツール，Web サービスの基本となるプロトコル SOAP
を利用するライブラリ，また，XML 文書のセキュリティ関連のライブラリなどがあり

ます。 
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 ④ 開発支援 
 コーディング/デバッグを支援する IDE，ソースのビルドを支援するビルドツール，

ユニットテストを行うテストツール，プロジェクトの管理を行うツールなどがあります。 
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図 1.1 Java オープンソースの腑概図 

 
 図中では，データマッピングというカテゴリで，O/R マッピングと Java-XML バインディ

ングを囲んでいますが，Java と RDBMS または XML とのデータ変換を行うものです。 
 読者によっては，聞いたことがあるアプリケーションも多いと思いますが，先ほどの節で

出てきた Xerces/Tomcat/JBoss/Eclipse 等も合わせて，各カテゴリごとにどのような Java
のオープンソースがあるか見ていきましょう。 
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1.2.1 Web アプリケーション 

(1) サーブレットコンテナ 

 サーブレットコンテナは，動的な Web ページを生成するものです。Java プログラムの中

に HTML を出力するコードを記述して，Web ページを生成する Servlet と，HTML 文書の

中に Java コードを埋め込む JSP を利用することができます。最近では，Web コンテナと呼

ばれることもあります。 
 
◆Tomcat (http://jakarta.apache.org/tomcat/) 
 Sun が Servlet と JSP のリファレンスインプリメンテーションを Apache プロジェクトに

寄付したことを受け，Tomcat が誕生しました。オープンソースのサーブレットコンテナと

しては，最も有名なソフトウァアです。最新安定版である 4.x 系では Servlet2.3/JSP1.2 の

仕様を実装しています。現在，Servlet2.4/JSP2.0 に対応した 5.x 系が開発されています。 
 
◆Jetty (http://jetty.mortbay.org/jetty/) 
 Tomcat に次いで有名なオープンソースのサーブレットコンテナです。軽量でコンパクト

であることを特徴とし，J2SDK1.4 の Non BlockingIO を採用するなど，性能向上に主眼が

置かれています。もちろん，J2SDK1.3 でも動作可能ですが，柔軟なモジュラアーキテクチャ

により，モジュールを柔軟に組み替えてサーバ構成を変更できるようになっています。一時

期，Tomcat より優れたサーブレットコンテナと言われ，後述の JBoss 等では，Jetty 対応

版を先にリリースし，その後，Tomcat 対応版をリリースするほどでした(現在では，Tomcat
版を先にリリースしています)。なお，JSP の実装や，Apache とのコネクタに Tomcat の部

品を流用するなど，Tomcat と効率良く部品を共有しています。 
 
(2) Web サーバ 

◆Apache (http://httpd.apache.org) 
 オープンソースに興味が無い人でも名前くらいは耳にしたことがある，Web サーバのデ

ファクトスタンダードです。Tomcat/JBoss 等と組み合わせて利用する場合は， 
 

• 静的コンテンツの表示 
• SSL の処理 
• 負荷分散 
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に利用することができます。静的コンテンツの表示と SSL の処理はアプリケーションサー

バや Servlet コンテナでも利用できますが，Apache で処理を行った方が処理は速くなりま

す。 
 
(3) MVC フレームワーク 

 Web アプリケーションを開発するときは，アプリケーションが煩雑になりがちです。例え

ば，JSP の中にコードを記述していくと，HTML と Java のコードが複雑に入り組み，保守

性の悪い設計になってしまいます。MVC モデルはこれを解決してくれる設計思想で，アプ

リケーションを Model(ロジック)，View(プレゼンテーション)，Controller(制御)の 3 つに分

けます。3 つに分けることにより，プログラムの各モジュールの役割が明確になり，保守性

の高い設計を行うことができます。MVC フレームワークは，MVC モデルで開発を行う際の

「枠組み」を提供します。MVC フレームワークを用いれば，ビジネスロジックと画面を作

成し，シナリオに応じた画面の遷移とビジネスロジックの実行を設定ファイルに記述するだ

けで，アプリケーションを開発することができます。 
 
◆Struts (http://jakarta.apache.org/struts/) 
 Struts は Jakarta プロジェクトで開発されている MVC モデルで，Web アプリケーショ

ンを開発するための Servlet/JSP ベースのフレームワークです。最近では，Java で Web ア

プリケーションを開発する際に標準的なフレームワークとなりつつあります。 
 
◆WebWork (http://opensymphony.com/webwork/) 
 Pull HMVC(Hierarchical Model View Controller)モデルを採用したフレームワークで，

Struts と違い，様々な View が利用できるのが特徴となっています。JSP/Servlet 以外にも，

Velocity/XSLT，さらには，Swing も利用できるようになっています。Web アプリケーショ

ン以外にも適用可能ということで，汎用的なフレームワークとして注目を浴びています。 
 
◆Expresso (http://www.jcorporate.com/html/products/expresso.html) 
 Expresso は，J2EE をベースとした AD(Application Development)フレームワークで，

Struts をはじめとした様々なオープンソースのコンポーネントを利用してフレームワーク

を構築しています。データベースのキャッシング，プーリング，O/R マッピング，メール送

信といった基本的なコンポーネントの機能から，ワークフロー，ジョブのキューイングから

スケジューリングまで，アプリケーションを開発する上で必要な様々な機能を提供します(図
1.2)。Expresso を利用することにより，大幅な開発コストの削減が期待できます。 
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図 1.2 Expresso のアーキテクチャ 

 
(4) プレゼンテーション 

◆Standard Taglib (http://jakarta.apache.org/taglibs/doc/standard-doc/intro.html) 
 JSP では，HTML に Java のコードを埋め込むことができますが，HTML 中に Java でロ

ジックを書いてしまうと，非常に分かりにくいコードになってしまいます。そこで，タグラ

イブラリと呼ばれる拡張されたタグを埋め込むことにより，簡単にロジックを埋め込むこと

ができるようになっています。JSTL(JSP Standard Tag Library)では Jakarta Standard 
Taglib として JSTL の実装を提供しています。よく利用される機能を JCP で標準化したも

ので，条件分岐，反復，URL リソースへのアクセス，国際化と書式化，データベースアク

セス(SQL)，XML 操作等の機能を提供します。 
 
◆JFreeChart (http://www.jfree.org/jfreechart/index.html) 
 Web ページにグラフを貼り付けたいとき，どのようにすればよいでしょうか？ 真っ先に，

Excel で作成したグラフを画像に変換して張り付ける方法が思い浮かぶでしょう。しかし，

株価等，刻一刻と変化する数値データをリアルタイムにグラフ化したい場合，この方法では

厳しいでしょう。ここで，JFreeChart を利用すると，Java のプログラムから簡単にグラフ

を作成することができます(図 1.3)。もちろん，Web アプリケーションだけでなく，Swing
を利用した GUI にグラフを貼り付けることも可能です。グラフの種類も，折れ線グラフ，

円グラフ，棒グラフ(立体的な表示も可能)，株価を表示するローソク等，豊富に揃っていま

す。 
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図 1.3 JFreeChart により作成されたグラフ 

 
◆Apache FOP (http://xml.apache.org/fop/) 
 XSL-FO を使って記述されたフォーマット付き XML 文書から PDF を出力するツールで

す(フォーマッタと呼ばれます)。XSL-FO とは，電子組版を行うための XML フォーマット

記述言語で，TeX をご存知の方なら TeX の XML 版と思えばよいでしょう。実際には，XML
文書から Xalan などの XSLT プロセッサを用いてまず XSL-FO 文書を生成し，XSL-FO 文

書からApache FOPを使ってPDFを出力します。XSL-FOは，PDFだけではなくPostScript
や RTF(Rich Text Format)などの多くの印刷媒体を対象にできるようになっていますが，

Apache FOP では主に PDF 出力機能が実現されています。最近，Web ページを PDF でダ

ウンロード可能なサイトが増えてきていますが，コンテンツの内容を XML で記述しておい

て，HTML に変換する XSL スタイルシートと，XSL-FO 文書に変換する XSL スタイルシー

トを用意し，HTML で表示する場合は変換した HTML をそのまま表示し，PDF で出力する

場合は XSL-FO 文書から FOP で PDF へ変換するといった使い方ができるようになります

(図 1.4)。 
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図 1.4 FOP と XSLT による XML の変換 

 
(5) パブリッシングフレームワーク/テンプレートエンジン 

◆Velocity (http://jakarta.apache.org/velocity/) 
 Velocity はいわゆるテンプレートエンジンと呼ばれるもので，テンプレートの中に値を埋

め込み，任意のフォーマット(HTML/Java ソースコード/XML ファイルなど)で出力するこ

とができます。例えば，JSP を利用した場合，タグの中にコードを埋め込むため，Web ブ

ラウザでデザインを確認することができず，非常に分かりづらいのですが，Velocity を使え

ば，タグが埋め込まれた位置が分かります。Web アプリケーションのカテゴリに書きました

が，Velocity は Web アプリケーションに特化したツールではないので，コード生成エンジ

ンとしても利用でき，JOnAS の RMI コンパイラで，スケルトンとスタブの生成に利用され

たりしています。 
 
◆JetSpeed (http://jakarta.apache.org/jetspeed/) 
 Turbine をベースに開発されたポータルを作成するためのフレームワークです。JetSpeed
を用いると，Portlet と呼ばれる JetSpeed 用の Web アプリケーションを 1 つの画面に複数

表示させることができます。ポータル作成のフレームワークは，JetSpeed 以外にもアプリ

ケーションサーバベンダーから幾つか提供されていますが，最近，JCP で，JSR 
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168:PortletSpecification(http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=168)として，API の標準化が

進められているようです。今後の展開に注目したいところです1。 
 
◆Cocoon (http://cocoon.apache.org/) 
 XML によるパブリッシングフレームワークです。XML で作成したコンテンツを，HTML
や PDF などの複数の方法で表示するワンソースマルチユース環境を実現できます。また，

Cocoon は，XSP(eXtensible Server Pages)と呼ばれる XML 文書に Java のコードを埋め込

む技術をサポートしており，JSP のように XML ファイルや，XSL スタイルシートに Java
スクリプトを埋め込み，動的なページを作成することもできます。 
 
1.2.2 トランザクションシステム 

 トランザクションは，Web テクノロジーに並んで，システムを構築する際に重要な技術で

す。特に，トランザクション制御を簡単に行うことができる EJB コンテナは，近年のアプ

リケーションサーバでは必須の機能です。また，EJB コンテナのような大袈裟なものを使わ

ずに簡単にデータベースを利用したいという場合には，O/R マッピングツールも利用可能と

なっています。 
 
(1) EJB コンテナ 

 EJB は，一言で説明すると，トランザクション管理を簡単に行える JavaBeans です。デー

タベースを利用する場合，EJB のトランザクション属性を設定しておけば，自動的にトラン

ザクションを開始したり，コミットすることができます。また，Exception を発生させれば，

自動的にロールバックするなど，プログラマのトランザクションに対するコーディングの負

荷を減らすことができます。CMP を利用すれば，Java オブジェクトとデータベースのテー

ブルのマッピングを簡単に行うこともできます。ここでは，JBoss と JOnAS について紹介

します。 
 
◆JBoss (http://www.jboss.org/) 
 オープンソースの EJB コンテナとして，非常に注目を浴びています。JBoss は，もとも

と Sun のエンジニアだった Marc Fleury がスピンアウトして設立した JBoss Group を中心

として開発されています。利用者の声の中には，商用のアプリケーションサーバから JBoss
                                                  
1 本書校正中に，JSR 168 のリファレンスインプリメンテーションが Apache Pluto として公開されま

した。 
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に乗り換えて良かったという声も少なくありません。以前は，クラスタ機能がなく，単独に

よる利用しかできませんでしたが，3.0 からはクラスタによる負荷分散とフェールオーバの

機能が備わっています。また，最新の EJB 仕様を実装するのが早く，BEA WebLogic の次

に最新の仕様を実装しています。JMS に対応したメッセージプロバイダ JBossMQ 等もコン

ポーネントとして用意されています。商用のアプリケーションサーバに比べると，XML ファ

イルを直接書き換えて設定を行う必要がある等，不便な部分もありますが，機能的には申し

分ありません。 
 
◆JOnAS (http://www.objectweb.org/jonas/) 
 JOnAS を聞いたことをある人は少ないと思いますが，オープンソースのアプリケーショ

ンサーバに興味がある人なら Enhydra は聞いたことはあるかもしれません。JOnAS は，実

は Enhydra の内部で利用されていた EJB コンテナです。Enhydra 自身は，Lutris 社が清

算してから縮退気味ですが，JOnAS 自身の開発は，ObjectWeb で開発が継続されており，

Tomcat を組み込んでアプリケーションサーバとしてリリースしています。JBoss に比べる

と知名度の点では一歩劣りますが，JMS の実装である JORAM や次に紹介する O/R マッピ

ングのJava標準規格であるJDOを実装したSpeedoをコンポーネントとして提供するなど，

本格的なアプリーションサーバを目指して開発が進められています。 
 
 上記の EJB コンテナ以外にも，本書執筆の最中に Apache プロジェクトで Geronimo が

開発されることが決定されました。コミッタの名前を見ると，JBoss/Tomcat/Jetty/Castor 
/Velocity 等，本書でも紹介しているオープンソースの開発者たちが名を連ねています。

JBoss/JOnAS 等があるのに，今更新しい EJB コンテナを開発する意義はあるのかという声

もありますが，今後の動向に注目したいところです。 
 
(2) O/R マッピングフレームワーク 

 O/R マッピングフレームワーク(ツール)は，Java のオブジェクトをデータベースのテーブ

ルに簡単にマッピングを行うフレームワークで，パーシステンスフレームワークと呼ばれる

こともあります。JDBC を利用した開発では，データベースの情報をオブジェクトにマッピ

ングしたい場合，SQL 文を Statement や PrepareStatement を利用して，テーブルの値を

取得する必要があります。しかし，O/R マッピングフレームワークを利用すると，Java オ

ブジェクトとデータベースのテーブルのマッピングを簡単に行うことができます。また，多

くの O/R マッピングフレームワークは標準でコネクションプーリングをサポートすること

が多く，コネクションキャッシングのコーディングの負荷も軽減することができます。世の
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中には，たくさんの O/R マッピングツールが存在しますが，ここでは，代表的なものとして，

Toruqe/Hibernation/TJDO を紹介します。 
 
◆Torque (http://db.apache.org/torque/) 
 Torque は，Jakarta Struts とは別の Jakarta の MVC フレームワークプロジェクトであ

る Turbine プロジェクトの一モジュールとして開発されていたツールです。現在は，Turbine
プロジェクトから分離し，Apache DBプロジェクトで独立したプロジェクトとなっており，

Struts 等と組み合わせて利用することもできます。Torque には，select した結果をすべて

メモリ上に保持しようとするので，検索結果が大量にある場合，OutOfMemorryException
が発生するという問題があります。最近は，この問題を解決した後述の Hibernate が注目さ

れています。 
 
◆Hibernate (http://hibernate.bluemars.net/) 
 Hibernate は SourceForge で開発されている O/R マッピングフレームワークで，

JavaWorld 2003 年の Editor's Choise に選ばれる等，他のパーシステンスフレームワークに

比べると一歩抜きん出ています。先ほどの Torque は，「永続化を行うクラス」を生成する

ツールであるのに対して，Hibernate は，「JavaBeans を永続化する仕組み」を提供します

JavaBeans のフィールドとテーブルのカラムを対応づけたピングマッピングファイルを読

み込み，その情報に基づいて，JavaBean の永続化を行います。専用のクラスを生成する

Torque と異なり，既存の JavaBeans を永続化することができ，また，永続化する JavaBeans
自身を別の用途に簡単に流用することができます。100 ページ程度のボリュームがある PDF
のマニュアルが提供されるなど，ドキュメントの豊富さも売りの 1 つとなっています。 
 最近では，JBoss の開発元である JBoss Group が Hibernate のサポートを表明しており，

JBoss の CMP の実装に Hibernate を利用する予定となっています。 
 
◆TJDO (http://tjdo.sourceforge.net/) 
 実は，O/Rマッピングについては，JSR-000012 JavaTM Data Objects Specification(JDO)
として API の標準化が進められています。TJDO はオープンソースで利用できる JDO 実装

です。JDO の実装ということで注目したいところですが，筆者が少し利用した感じでは，執

筆時(2003 年 8 月の時点)では，まだドキュメントが少なく，Hibernate ほど機能が充実して

いないので少し使いづらいと感じました。しかし，標準化された API を利用しているという

ことで，今後の発展が期待できます。 
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(3) RDBMS 

 世の中で利用されているオープンソースのデータベースの代表として，PostgreSQL と

MySQL があります。両方とも，JDBC Type4 と呼ばれる 100%Java で書かれたドライバを

利用することによって，Java のアプリケーションから利用することができます。 
 
◆PostgreSQL (http://www.postgresql.org/) 
 高機能な RDBMS で，SQL との互換性が高い DB です。次に紹介する MySQL より機能

は豊富です。高負荷時のパフォーマンスが悪いという欠点を除けば，申し分ないデータベー

スです。 
 
◆MySQL (http://www.mysql.com/) 
 とにかく高速性を追求したデータベースです。高速性を追求するあまり，最初はトランザ

クションや外部キーをサポートしないという欠点もありましたが，最近のバージョンでは，

トランザクションや外部キーをサポートしています。ただ，サブクエリーや View の機能が

利用できないなど，一部機能制限はありますが，将来のバージョンではこれらの機能もサ

ポートされる予定です。 
 
1.2.3 XML 

(1) XML パーサ 

 XML パーサは，XML を解析して，DOM や SAX といった API を介して XML を処理す

るためのライブラリです。XML は設定ファイルのフォーマットとして利用されるなど最近

の Java アプリケーションにおいて欠かせないものとなっており，XML パーサは Java にお

いて最も重要なソフトウェアの 1 つになっています。 
 
◆Xerces (http://xml.apache.org/xerces2-j/) 
 冒頭でも紹介した Apache XML プロジェクトで開発されている XML パーサです。

J2SDK1.4 からは標準で XML パーサが付属していますが，それにもかかわらず XML パー

サが必要とされるソフトウェアには，ほとんどのケースでこの Xerces が含まれています。

DOM/SAX API だけでなく JAXP2に対応するなど，標準化への対応も積極的に行われてい

ます。 

                                                  
2 Java API fo XML Processing:http://java.sun.com/xml/jaxp/index.html 
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◆Crimson (http://xml.apache.org/crimson/) 
 JAXP のリファレンスインプリメンテーションとして Sun により開発された Parser X が

Apache Project に寄付されたものが Crimson です。Xerces に比べるとあまり馴染みがない

かもしれませんが，J2SDK1.4 の XML パーサには，実はこの Crimson が使われています。 
 なお，Crimsonの開発自身は終了し，XMLパーサの開発はXercesに一本化されています。

今後は，Xerces に置き換わると思われます。 
 
◆JDOM (http://www.jdom.org/) 
 Xerces/Crimson は，W3C により策定された DOM を実装していますが，DOM は Java
以外の言語でも利用できるように設計されているため，Java のライブラリ(特にコレクショ

ン機能)が活かしきれていません。JDOM は，Java 専用に構築された DOM API で，コレク

ション API を活用して Java プログラマがより直感的に DOM の操作ができるように改善し

た XML パーサです。 
 
◆XPP3 (http://www.extreme.indiana.edu/xgws/xsoap/xpp/) 
 XML パーサと言えば，少し前までは SAX/DOM でしたが，最近 XML プルパーサと呼ば

れる XML パーサが注目を浴びています。XML プルパーサは SAX/DOM の後発だけあり，

両者の長所をうまく取り入れた形となっています。XPP3 は，インディアナ大学の

Aleksander Slominski によって開発された非常に高速な XML 処理を実現する XML プル

パーサです。最近，高いパフォーマンスを必要とするアプリケーションでは，XPP3 が採用

されつつあります。 
 
(2) XSLT プロセッサ 

 XSLT プロセッサは，XML 文書を XSL スタイルシートに従って，別のフォーマットの文

書に変換するソフトウェアです。XML 形式で管理しているコンテンツの Web ブラウザへの

表示や，前述の Apache FOP を利用する場合の XSL-FO 文書への変換に利用できます。Web
ブラウザなどに表示する場合は，Cocoon や Forest といったパブリッシングフレームワーク

を利用すると便利です。 
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◆Xalan (http://xml.apache.org/xerces2-j/) 
 実は，先述の JAXP の仕様には，XML パーサの API と XSLT プロセッサの API が規定

されていますが，Xalan は XML パーサの中でも XSLT プロセッサの部分の実装を提供しま

す。J2SDK1.4 からは XSLT プロセッサが含まれていますが，実はこの Xalan が利用されて

おり，Java におけるデファクトスタンダードの XSLT プロセッサと言っていいでしょう。 
 
◆Saxon (http://saxon.sourceforge.net/) 
 Java の XSLT プロセッサとしては，Xalan の次に普及しています。Saxon 自身はあまり

聞き慣れないかもしれませんが，JAXP に対応しているので，JAXP API を利用して書かれ

たプログラムであれば変更せずに，XSLT プロセッサを Xalan から Saxon に変更すること

も可能です。また，XML の変換速度は Xalan より高速と言われています。XSLT プロセッ

サのパフォーマンスが問題となるような場合には，Saxon を試してみる価値はあるでしょう。 
 
(3) Java-XML データバインディング 

 XML から必要とする要素や属性を DOM や SAX を用いて取り出すのは，はっきり言って

面倒です。Java-XMLデータバインディングツールを利用すれば，XML文書に対応したJava
のクラスを自動的に生成することができ，XML 文書の操作が飛躍的に向上します。DTD や

XML Schema 等で定義された XML 文書を DOM や SAX で利用するのは，特別な理由がな

い限りお勧めできません。これからは，Java-XML データバインディングを利用して XML
文書の操作を行いましょう。 
 
◆Castor XML (http://www.castor.org/) 
 世界で最も広く利用されている Java-XML データバインディングツールです。XML 文書

を定義した XML Schema から，その XML Schema 定義に対応する XML 文書を読み書きす

るためのクラスを簡単に生成することができます。W3C XML Schema 仕様に完全対応して

いるわけではありませんが，実用上ほぼ問題ないレベルになっています。最近は，JCP で

Java-XML データバインディングを JAXB として標準化していますが，初期の JAXB リファ

レンス実装には，実は Castor が含まれていました。現在は，独自の実装になっているよう

ですが，JAXB リファレンス実装はまだ安定していないようなので，しばらくは Castor が

使われるでしょう。 
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◆Relaxer (http://www.relaxer.org/) 
 日本人浅海智晴氏によって開発されており，日本語の書籍もある程度出版されていること

から，日本では Castor より Relaxer の方が有名です。W3C で定義された XML Schema は

複雑で有名ですが，もっとシンプルな XML の文書定義仕様として RELAX NG が提唱され

ています。Relaxer は RELAX NG に対応した Java-XML データバインディングツールです。

最近では，XML-DBMS マッピング機能もよく利用されています。 
 
◆XMLBeans (http://dev2dev.bea.com/technologies/xmlbeans/index.jsp) 
 Java-XML データバインディングツールとしては後発ですが，今最も注目を浴びています。

その理由は，開発元の BEA より Apache XML プロジェクトへ寄付され，Apache XML プ

ロジェクトで開発されているからです。XMLBeans は，Apache XML プロジェクトへ寄付

されたというだけでなく，XML Schema のフルサポートと，SAX パーサ Piccolo と部分的

な XML プルパーサの採用による高速な動作を特徴としています。 
 
(4) SOAP 

 SOAP エンジンは，最近話題になっている XML によるシステム連携技術 Web サービス

の中核を成すものです。Web サービスは，XML をベースとした SOAP プロトコルを用いて

システム間の通信を行いますが，SOAP エンジンは，SOAP メッセージを送受信するための

ソフトウェアです。 
 
◆Axis (http://ws.apache.org/axis/) 
 Apache XML プロジェクトでは，バージョン 2.2 までは Apache SOAP として SOAP エ

ンジンの開発を行っていました。その次のバージョンで大幅なアーキテクチャ変更を行った

のを機に Axis(Apache Extensible Interaction System：Apache の拡張可能な対話システム)
と名称が変更されました。Axis は，W3C の SOAP 仕様を実装しており，商用のアプリケー

ションサーバやシステムでの採用実績も多く，Java で Web サービスを利用する際に，最も

よく利用されている SOAP エンジンとなっています。また，JAX-RPC/SAAJ といった，Java
の API 仕様にも対応しており，JCP が提供している API の互換性ツール TCK にもパスし

ているので，安心して使えると言えるでしょう。 
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◆XSOAP (http://www.extreme.indiana.edu/xgws/xsoap/) 
 Axis の前身である Apache SOAP は XML の処理に DOM を利用していましたが，Axis
では，性能改善のため，DOM より高速な SAX を採用しています3。このように SOAP エン

ジンのパフォーマンスチューニングには，XML パーサの高速化が重要とされています。イ

ンディアナ大学の Extreme!Lab で開発された XSOAP は，同チーム内で開発された XML
プルパーサの採用により，さらなる高速化を図っています。また，RMI のインタフェースを

採用しており，Axis のように新しい API を覚えなくても簡単に利用できるようになってい

ます。Axis に比べると知名度は低いですが，先進的な仕様となっており，今後の動向に注目

したいところです。 
 
(5) セキュリティ 

◆XML Security (http://xml.apache.org/security/) 
 XML セキュリティは，XML 文書への電子署名を行うライブラリです。Web サービスを

利用したシステムでは，インターネットを利用してシステムを接続するため，不特定多数の

人にアクセスされます。そのような場合，SOAP エンベロープに署名を施せば本人認証を行

うことができます。本人認証を行う手法としては，XML メッセージへの電子署名による本

人認証以外にも，SSL によるクライアント認証もあります。クライアント認証は，Web サー

バの機能として提供されていることが多いので，こちらの方が簡単に思えますが，受け取っ

た文書(SOAP メッセージ)に署名を付けた状態で保存しておき，文書を受け取った証拠とし

て残しておきたい場合は，電子署名が有用です。 
 なお，XML Security では，現在は電子署名の機能の他に暗号化の機能も一部実現してい

ます。 
 

                                                  
3 ただし，実際には，Axis は機能が追加された分，Apache SOAP より遅くなっていますが...。 
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1.2.4 開発支援ツール 

 IDE/ユニットテスト等の開発支援ツールは，最もオープンソースを採用しやすい分野と

言ってよいでしょう。アプリケーションサーバやライブラリの場合，「オープンソースはサ

ポートが心配だ。問題が発生したときに，オープンソースを採用したところが，責任を取っ

て対応をしなければならないのではか...」と心配している方も，開発ツールなら心配する必

要はありません。あるコードが入力できない等の問題が発生した場合でも，最悪，テキスト

エディタでなんとかなりますし，実際の運用で利用されることもないからです。ここでは，

IDE，テスティングツール，ビルドツールを紹介します。 
 
(1) IDE 

◆Eclipse (http://www.eclipse.org/) 
 現在最も注目されいてる IDE です。J2EE を除く通常の Java 開発を行う上で必要な機能

はほぼ提供しており，軽快な動作と強力なコードアシスト/リファクタリング機能を特徴とし

ています。なお，Eclipse は Java で書かれていますが，これをすべてネイティブコードに変

換したネイティブ版 Eclipse の開発が RedHat で行われており，Java 版に比べるとさらに軽

快に動作します。 
 
◆NetBeans (http://www.netbeans.org/) 
 Eclipse がリリースされる以前から公開され，デフォルトで J2EE に対応するなど，高機

能な IDE です。しかしながら，Eclipse に比べると動作が遅いため，普及率の点では Eclipse
に遅れを取っています。 
 
◆JDEE (http://jdee.sunsite.dk/) 
 Emacs 上で使える IDE です。Emacs の熱狂的なファンで Java のプログラミングをして

いる人には根強い人気があります。一昔前は貧弱な機能しか持っていませんでしたが，最近

では，メソッドの補完機能，Ant/JUnit 等のツールにも対応するなど，高機能になってきて

います。JDEE を利用する場合は，XML 文書を編集する psgml-mode を利用するとより便

利になります。 
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(2) テスティング 

◆JUnit (http://www.junit.org/) 
 JUnit は，ユニット(単体)テストを行うツールです。従来，テストは，プログラマがデバッ

ガを利用しながら値を確認したり，統一された形式ではない，ばらばらのテストプログラム

を作成していたり，再利用性のない形で試験を行っていたりしていましたが，JUnit を利用

すると，JUnit のフレームワークに則った，統一的で再利用可能なテストを行うことができ

ます。 
 
◆Cactus (http://jakarta.apache.org/cactus/) 
 JUnit を拡張したテストツールです。JUnit は，Java 単独のアプリケーションやモジュー

ルをテストすることができますが，Servlet/JSP/タグライブラリ等を JUnit を用いてテスト

するには，Mock(=Web コンテナをシミュレートするプログラム)を作成する必要があるなど，

面倒になります。Cactus を利用すると Tomcat 等の既存のアプリケーションサーバと連携

して Web アプリケーションや EJB の試験を行うことができます。 
 
◆JUnitEE (http://www.junitee.org/) 
 Cactus が独自の JUnit を拡張した独自のテストツールでテストを行うのに対して，

J2EEUnit は，JUnit で記述したテストケースをアプリケーション上で実行するツールです。

Servlet による Web インタフェースを提供し，Web ブラウザでテストと結果の確認を行う

ことができます。 
 
◆HttpUnit (http://httpunit.sourceforge.net/) 
 HttpUnit は，Servlet/JSP 等で記述された Web サイトをテストするツールです。FORM
からの送信をシミュレートしたり，Web サーバから取得した HTML をパースしてテーブル

の値をチェックしてテストをすることができます。その他，リンク，BAISIC 認証，クッキー，

ページのリダイレクション等にも対応しています。Cactus でも Web アプリケーションの試

験を行うことはできますが，HttpUnit はより高度な機能を提供します。 
 
 上記のテストの対応範囲を表にすると，表 1.2 のようになります。 
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表 1.2 JUnit/JUnitEE/Cactus/HttpUnit の対応範囲 

 JavaBeans EJB Servlet/JSP 

JUnit ○ △ × 

JUnitEE ○ ○ × 

Cactus ○ ○ △ 

HttpUnit × × ○ 

 
(3) ビルドツール 

◆Ant (http://ant.apache.org/) 
 Ant は，Java における make の代替として考案されたビルドツールです。make と違い，

Java で利用できる便利なタスクをたくさん提供し，XML でビルドファイルを記述する等，

最近の Java-XML 開発を意識したデザインとなっています。また，JUnit や XDoclet 等，

Ant を拡張する様々なタスクも提供されています。Ant でビルドファイルを作成しておけば，

JBuilder/Eclipse といった開発環境に依存せずビルド/テストを行うことができます。 
 
◆XDoclet (http://www.xdoclet.org/) 
 XDoclet とは，コード生成エンジンであり，Java のためのアトリビュート指向プログラミ

ングを提供するものです。XDoclet を用いることにより，EJB や Web アプリケーションの

コード/設定ファイルの統合が可能となり，ソース管理の効率化を行うことができます。例

えば，EJB を作成する場合，1 つの EJB を作成するために，ホーム/リモートインタフェー

スや ejb-jar.xml，jboss.xml 等の設定ファイルが必要となりますが，XDoclet を利用すれば，

たった 1つのコードからそれらを自動的に生成することができます｡Eclipseに J2EE開発の

機能を追加する Lomboz プラグインや JBossIDE プラグイン，UML から EJB を自動生成

するAndroMDAなど，多くのJ2EE対応のオープンソースでXDocletは利用されています。 
 
◆Maven 

 Java 標準のビルドツール Ant をさらに進化させたプロジェクト管理ツールで，Project 
Object Model(POM)と呼ばれるモデルを採用し，また，プロジェクト間の依存関係の記述に

よるビルドに必要な jar のダウンロード， CVS からソースコードの取得，ビルド，jar の作

成，JUnit によるテストレポートの作成，Web サイトのビルド等，多彩な機能を提供します。

Ant でもこれらのことはできますが，Maven を用いるとより簡単に行うことができます。 
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(4) プロジェクト管理 

◆CVS (http://www.cvshome.org/) 
 ソースコードのバージョンを管理するツールで，プロジェクト内のソースコードの共有に

も利用できます。Eclipse 等の IDE から簡単に利用することができます。一昔前は，ソフト

ウェアのバージョン管理には，Microsoft の Visual Source Safe が利用されていましたが，

IDE のサポートの充実してきたこともあり，最近では CVS が利用されるようになってきて

います。 

◆Subversion (http://subversion.tigris.org/) 
 上記の CVS には，ファイル名の変更やディレクトリの移動に対応していない，アトミッ

クなコミット(複数のファイルを同時に更新する際に，途中，コミットできないファイルが

あったとき，すべての変更をロールバックすることができない)といった問題があります。こ

れらの問題を解決し，より使いやすくしたものが Subversion です。Subversion は Apache
のモジュールとして利用すると，WebDAV プロトコルに対応することができ，IE 等の

WebDAV に対応したブラウザを利用してリポジトリにアクセスすることもできます。 

(5) ログ API 

 統一したフォーマットでのログの出力を支援するライブラリです｡ 

◆Logging (http://jakarta.apache.org/commons/logging.html) 
 ログ API には，後述の Log4j や JDK1.4 から採用されたログ API 等，様々な実装が存在

しますが，Jakarta の Commons プロジェクとで配布されている Logging は，それらの実装

へのラッパーとして動作します｡Logging を利用すると，ソフトウェアを開発した後で Log
実装を選択できるので便利です｡例えば，あるライブラリを Logging を使ってログ出力する

ようにしておけば，Log4j で開発しているアプリケーションでも JDK1.4 のログ API を使っ

ているアプリケーションでも，ライブラリのログとアプリケーションのログを 1 つに統合で

きます。 

◆Log4j (http://jakarta.apache.org/log4j/) 
 Jakarta で開発されているログ API で現在最も普及しているログ API です。上記の

Logging を利用する際も Log4j が実装として使われることが多いです。JDK1.4 のログ API
と比較すると，Log4j は，サーバサイドでよく利用されている JDK1.3 でも利用できるログ

の出力を，コンソールやファイルだけでなく，データベース/メール/UNIX の syslog 等に出

力できるなどのメリットがあります。また，log4c(C)/log4cpp(C++)/log4net( .NET)など，

Java 以外の実装も提供されています。 
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