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 Java でアプリケーションを開発するためには，単に Java 言語を知っていればよい

だけではなく，非常にたくさんの関連技術の知識が必要です。これらの J で始まる数

多くの Java 標準 API に，2004 年にまた 1 つの新しい仲間 JavaServer Faces が加わ

りました。しかしこれまでとは違って，この新技術は開発者が覚えるべき知識を少な

くするための技術なのです。この章では，JavaServer Faces をどう理解すべきかを説

明し，そのねらい・メリット・策定経緯などを紹介します。 

 

1.1 JavaServer Faces とは 

 JavaServer Faces(JSF)は，Java の API 標準化組織である JCP(Java Community 

Process)が 127 番目に議論した仕様(JSR-127：Java Specification Request)です。

2004年3月にJSF 1.0を一般公開し，5月にはマイナーバージョンアップしたJSF 1.1

を一般公開しました。本書は，すべて JSF 1.1 を前提に説明します。 

 JSF の仕様書では，第 1 章 Overview で JSF を次のように定義しています。 

 

 

 JSF は，Java Web アプリケーションの UI フレームワークである。 

JSF の公式定義

 

 ちょっと一般的過ぎて今ひとつピンと来ない定義ではないでしょうか。そもそも

「UI フレームワーク」とはなんで，それが提供されると何がうれしいのでしょう。技

術用語は正確に定義しようとすると，かえってわかりにくくなることがよくあります。 
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 JSF は，間違いなく今後の Web アプリケーション開発で主流の 1 つになる技術で

す。たくさんの人々が関わることになるでしょう。そのうちの大多数の人々にとって

は，おそらく次の定義がわかりやすいと思います。 

 

 

 JSF は，JSP ページをプログラムレスで作成できるように，ボタンや入力フィールド

などの UI 部品用の標準タグライブラリを提供する技術である。 

JSF の一般開発者向け定義

 
 ここで「ボタンや入力フィールドなどの UI 部品」のことを，JSF では UI コンポー

ネント(User Interface Component)あるいは単にコンポーネントといいます。JSF は，

25種類の具体的なUIコンポーネントとそれに対応する JSPタグを提供してくれます。

次章の表 2.1 に，JSF が提供する 25 種類の UI コンポーネントタグの一覧を示します

が，タグ名を見ればどんな部品かはだいたい想像がつくと思います。 

 25 種類の標準コンポーネントでたいていの Web ページはデザインできますが，ア

プリケーションによっては独自の UI コンポーネントが必要なこともあるでしょう。

これを標準のコンポーネントと区別する場合に，カスタムコンポーネント(Custom 

Component)といいます。 

 JSF はカスタムコンポーネントを簡単に開発できるように，スーパークラス群を一

揃い提供してくれます。これらのクラスを継承・実装すれば，最小限の追加コーディ

ングで，カスタムコンポーネントを開発できます。したがって，カスタムコンポーネ

ントを開発する人々は，JSF を次のように理解すればよいでしょう。 

 

 

 JSF は，JSP ページをプログラムレスで作成するために必要なカスタムコンポーネン

トの開発を容易にする標準 Java フレームワークである。 

JSF のコンポーネント開発者向け定義

 
 JSF が提供してくれる標準コンポーネントはいずれも JSP/HTML 技術をターゲッ

トとしたものですが，カスタムコンポーネントは，JSP/HTML 以外のレンダリング

技術をターゲットとしても開発できます。だからこそ，仕様書の公式定義では「JSP
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の」と限定しないで，一般的な UI フレームワークだといっているわけです。実際，

Sun Microsystems が提供している JSF の参照実装(Reference Implementation)は，

XUL(XML-based User Interface Language：ズールと読む。Mozilla ブラウザで利用

されるユーザインタフェース記述言語)をターゲットにしたサンプルも含んでいます。 

 さらにいえば，JSF のコア部分はサーブレット技術にも依存しない設計になってい

ますので，通常の Web アプリケーション以外のアプリケーションにも利用できる可

能性を持っています。 

 図 1.1 に，JSF が提供するクラス群と，その上に作られるカスタムコンポーネント

やアプリケーションの種類とそれらの依存関係を模式的に表してみました。個々のク

ラスまで詳細に考えてしまうと，必ずしもこの図のように綺麗な階層構造にはなりま

せんが，JSF が全体として個別のレンダリング技術には依存しないコア部分とデフォ

ルト実装部分をベースとし，JSP/HTML 技術をターゲットとする標準コンポーネン

トとタグライブラリを提供する構造であることを理解してください。カスタムコン

ポーネントなどを開発すれば，JSP やサーブレットを利用しないアプリケーション開

発にも利用できます。 
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図 1.1 JSF によるアプリケーションの種類 
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 ここで，JSF を説明するときによく聞かれる質問とその回答を説明しておきます。 

 

 ① JSF は，JSP とは全く別の新しい技術なのですか？ 今後，JSP は JSF に置き

換わるのですか？ 

 

 JSF は，JSP を画期的に使いやすくするための標準タグライブラリを提供する技術

です。ただし JSF は，JSP 以外のレンダリング技術にも適用できますから，今後 JSF

を十分に活用した新しいレンダリング技術が出現して，JSP に置き換わることもあり

得ます。 

 

 ② JSP の標準タグライブラリといえば，JSTL ではないのですか？ 

 

 JSTL(JSP Standard Tag Library)は制御文，SQL，XML 用の標準タグライブラリ

です。一方，JSF はボタンや入力フィールドなど，UI コンポーネントのタグライブ

ラリを提供します。なお，JSTL が提供する <c:if> や <c:forEach> などの制御文タ

グを JSF と併用するには注意が必要です。 

 

 ③ JSF はイベント駆動型の UI フレームワークだと聞きました。イベント駆動型と

いうと，Applet のようにキーを叩いたり，マウスを動かしたりするたびに処理を

行うものですか？ JSF はサーバサイドの技術ですから，そのたびにサーバ通信

が発生するのですか？ 

 

 JSF フレームワークは，サーブレットから呼び出されて処理を開始します。クライ

アントと Web サーバの間のやり取りは従来のサーブレット/JSP のものと変わりあり

ません。テキスト入力やボタン押下が一括してサーバに転送され，JSF のコンポーネ

ントが処理します。この仕組みは本書の第 2 章以降で詳しく説明します。JSF の標準

タグライブラリは JavaScript とも併用可能なので，マウス動作をつかまえて処理を行

う場合などには JavaScript を利用します。 
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1.2 JSF に関わる人々 

 JSF 仕様書は，JSF に関わる人々の役割(role)を 5 つ定義しています。ここでは必

要な技術スキルに応じて 3 つに分類して紹介します。 

 

(1) ページデザイナ 

 ページデザイナ(Page Author)は，この後で説明する役割を持つ人々が提供してく

れるコンポーネントやタグライブラリを利用して Web ページを作成する人です。利

用するレンダリング技術は JSP/HTML の場合が多いでしょう。このとき，ページデ

ザイナには当然 JSP/HTML のスキルが必要ですが，Java やオブジェクト指向のスキ

ルは要りません。JSF を使えば，プログラムレスで JSP ページを作成できるからです。

さらに，ツールベンダが良い GUI ツールを提供してくれれば，タグの正確な構文さえ

も細かくは知らないで済むでしょう。 

 JSF が提供する標準タグライブラリは JavaScript とも併用可能で，多くの場合に

JavaScript を利用するでしょう。したがって，ページデザイナは JavaScript のスキ

ルが必要です。 

 

(2) アプリケーション開発者とコンポーネント開発者 

 アプリケーション開発者(Application Developer)は，JSF で作成した Web ページ

から呼び出され，業務ロジックを実行するアプリケーションを開発する人です。アプ

リケーション開発者は Java 言語のスキルが必要なことはいうまでもなく，それに加

えて業務ロジックを実行するための様々な J2EE 技術のスキルが必要です。例えば，

RDBにアクセスするのであればJDBC，他システムと非同期通信するのであればJMS

などです。しかし，アプリケーション開発者にはレンダリング技術(JSP/HTML 

/JavaScript)のスキルは不要です。 

 コンポーネント開発者(Component Writer)は，JSF のフレームワークを使ってカ

スタムコンポーネントを開発する人です。コンポーネント開発者は Java 言語のスキ

ルが必要で，かつ，ターゲットとするレンダリング技術のスキルも必要です。特にター

ゲットが JSP の場合には，カスタムタグハンドラの開発スキルが必要です。一方で，

JDBC，JMS など業務ロジックを実装するに必要なスキルは，それらを直接呼び出す
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ような特殊なカスタムコンポーネントを開発する場合を除いて，不要でしょう。 

 アプリケーション開発者とコンポーネント開発者は，JSF のフレームワークの動作

を理解している必要があります。アプリケーション開発者は，自分が開発したアプリ

ケーションが JSF からどう呼び出されるかを理解しなければなりません。 

 コンポーネント開発者は，JSF フレームワークのさらに深い理解が必要です。自分

が開発したコンポーネントがいつ生成され，他のオブジェクトとどう協調動作をする

のか，提供されるスーパークラスのどのメソッドは継承するだけでよく，どれはオー

バーライドする必要があるのか，などを十分に理解しなければなりません。JSF のフ

レームワークは，継承，委譲，インタフェース，デザインパターンといった先端的な

オブジェクト指向技術を駆使していますので，コンポーネント開発者にはこれらの技

術スキルも求められます。 

 

(3) JSF ベンダとツールベンダ 

 JSF ベンダ(JSF Implementor)は，JSF のデフォルト実装クラス群を提供する人で

す。JSF 仕様書が規定するクラスのうち，名前が javax.faces で始まるパッケージに

属するクラス/インタフェースの実装は Sun Microsystems が提供します。これらの多

くはオブジェクト間のインタフェースを規定し，最小限のデフォルト動作を提供しま

す。実際のアプリケーション開発に JSF を利用するためには，これらの javax.faces

クラス群を継承/実装し，具体的な処理を提供するクラス群が必要です。Sun 

Microsystems は，名前が com.sun.faces で始まるパッケージ群としてこれらの参照実

装(Reference Implementation)を提供しています。他の JSF ベンダは，より高性能・

高機能なクラス群を提供してくれるでしょう。 

 ツールベンダ(Tool Provider)は，主にページデザイナが利用する GUI ツールを提

供する人です。JSF のタグライブラリは，通常のテキストエディタを使っても十分に

利用可能なものですが，GUI ツールを使うことで Web ページの作成効率は飛躍的に

良くなります。典型的な GUI ツールでは，JSF の標準コンポーネントやカスタムコ

ンポーネントに対応する部品アイコンを画面上にドラッグ＆ドロップし，各種のプロ

パティを設定するだけで，複雑な Web ページでも簡単に作成できるでしょう。そも

そも JSF は，このような GUI ツールを提供できるようにするために策定された標準

フレームワークだといっても過言ではありません。 

 JSF ベンダとツールベンダは，JSF 仕様に対する完全な理解が必要です。 
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 図 1.2 に，以上の人々に必要な知識・スキルの関係を示します。後でも説明します

が，ページデザイナとアプリケーション開発者に必要な知識・スキルに重複がない点

が，JSF の重要な特徴の 1 つになります。 
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図 1.2 JSF に関わる人々に必要な知識・スキル 

 

 

 図 1.3 には，これらの人々が図 1.1 に示した階層構造のどこを守備範囲とするかを

示します。この図では，最も典型的な JSF の利用方法である JSP/HTML 技術をター

ゲットとする場合を想定しています。主役であるページデザイナを他の役割の人々が

支える姿が，典型的な JSF 利用方法と考えてよいでしょう。 
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図 1.3 JSF に関わる人々の守備範囲 
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1.3 JSF がもたらすメリット 

 Java は時代の最先端を行くプログラミング手法なのですが，こと開発の生産性に関

してはあまり良い評判がありませんでした。一昔前のクライアントサーバの頃を「簡

易言語や生成ツールなどが種々あって，けっこう簡単にプログラムが作れたものなの

に」と懐かしむ開発者も少なくないようです。当時と比べてソフトウェアアーキテク

チャが段違いに複雑だという理由もありますが，なんといってもJava向けの開発ツー

ル，特にユーザインタフェース開発ツールの貧弱さが一番の問題でしょう。 

 Java といえばアプレットだった当初は，ActiveX & Visual Studio という好敵手を

意識して，多くの開発ツールが提供されました。しかし，当時のクライアントマシン

の貧弱なリソース事情と，エンタプライズ市場への本格参入という野望のため，Java

はサーバサイドへと主戦場を変えました。この時に，ユーザインタフェースの簡易開

発ツールは後回しにされてしまった，といえるでしょう。JSF はこの問題への解答を

目指して検討が始まりました。 

 従来のサーブレット/JSP の根本的な問題点は，ボタンやフィールドなどのユーザ

インタフェースを操作する標準の API が定まっていないことでした。例えば，次のよ

うな処理が個々のアプリケーションに任されていました。 

 

• [レンダリング] アプリケーションが保持するデータをどうやってHTMLタグと

して書き出すか。 

• [検証と変換] クライアントが送ってきた入力データの検証と型変換をどうする

か。 

• [バインディング] 入力データをどうやって，アプリケーションへ引き渡すか。 

• [状態管理] 表示してからリクエストが戻ってくるまで，状態をどうやって保持

するか。 

• [ディスパッチ] リクエストに対してアプリケーションのどのメソッドを呼び出

すのか。 

• [画面遷移] アプリケーションの実行結果に対して，どの画面に遷移するのか。 
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 多くのプロジェクトではそれぞれの標準を定めて，これらの処理を定型化し再利用

するよう努力しています。そのいくつかはフレームワークとして広く提供されてもい

ますし，対応ツールが提供されているものもあります。しかし，確実にこれこそ標準

といえるものがないと，開発者はどれを覚えればよいのか迷いますからツールの購入

を控えますし，そうなるとツールベンダもなかなか積極的な投資ができません。そう

こうしているうちに，宿敵 Visual Studio は Web フォームというお手軽サーバプログ

ラミング環境を装備してきました。これではいけない，標準を定めて Java 陣営の投

資を集約しよう，ということが JSF 仕様策定の主たる目的だったといえるでしょう。 

 

 以下の特徴を持つ「標準 UI フレームワーク」を定める。 

JSF 仕様策定のねらい 

• イベント駆動型であること 

• JSP/HTML 向けの標準 UI コンポーネントを提供すること 

• カスタムコンポーネントの開発を支援すること 

• 「レンダリング」～「画面遷移」の各処理に対して，デフォルト処理を提供する 

  と同時に，拡張も簡単にできること 

 

 今後の JSF の活用で期待できるメリットを説明します。 

 

 ① ページデザインがプログラムレスでできる 

 1.1 節で説明した通りですが，これは JSF が標準フレームワークを定めるだけ

でなく，そのフレームワーク上で動作する標準 UI コンポーネントと，それらに

対応する JSP タグライブラリを提供するからです。また，上記の「検証と変換」

「バインディング」「ディスパッチ」等もタグ中で指定するだけで済むので，ペー

ジデザイナは Java 言語の詳細な知識・スキルが不要です。これらの機能は第 2

章で紹介します。 
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 ② 直感的な GUI ツールが提供できる 

 1.2 節で説明した通り，JSF を活用した典型的な GUI ツールでは，UI コンポー

ネントに対応する部品アイコンを画面上にドラッグ＆ドロップし，それらに対し

て各種のプロパティを設定するだけ(いわゆる WYSIWYG：What you see is 

what you get)で，複雑な Web ページでも簡単に作成できるでしょう。これは，

JSF が定めるフレームワークがイベント駆動型モデル，つまり，「検証と変換」

「バインディング」「ディスパッチ」等の処理を UI コンポーネントに対して指

定し，クライアント上の対応する入力動作に従ってそれらが起動される，という

モデルを採用しているためです。 

 

 ③ ユーザインタフェース開発の生産性を向上できる 

 ページデザイナに使いやすい GUI ツールを提供できるだけではありません。ま

ず，これまで個々のプロジェクトやベンダが個別に開発し保守してきた各種の定

型処理に対して，デフォルト実装が提供されます。また，カスタムコンポーネン

トが簡単に作れるので，同じようなユーザインタフェース記述を繰り返さずに済

むようになります。プロジェクトを超えたカスタムコンポーネントの再利用も広

まることでしょう。これでようやくクライアントサーバ時代に追いつけそうです。 

 

 ④ 開発者の役割分担が明確になり，知識・スキルの有効活用ができる 

 図 1.2 に示した通り，ページデザイナ，アプリケーション開発者，コンポーネ

ント開発者のそれぞれで必要となる知識・スキルが異なります。1 人の開発者が

あれもこれも理解しないと作れないのでは人材活用が難しかったのですが，これ

からはフォーカスを絞った人材調達・人材育成が可能になります。また，ベンダ

も JSF に投資を集約できます。 
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1.4 JSF の開発環境の構築 

 JSF の開発環境には，既にいくつか有料のものが存在します。ここでは，無料で利

用できる J2SE，Tomcat，eclipse による開発環境を紹介します。 

 

1.4.1 J2SE のインストール _______________________________________ 

 まず，Java 2 Standard Edition(J2SE)を準備します。JSF の実行には，J2SE v1.3

以上が必要です。本書で紹介するサンプルの実行確認は，J2SE v1.4.2_05 を使いまし

た。本書のサンプルを実行したい場合，XML パーサを使うため，J2SE v1.4 以上が必

要です。J2SE は，以下の URL からダウンロードし，インストールしてください。 

 

  http://java.sun.com/j2se/ 

 

 インストールが終了したら，環境変数 PATH に，J2SE のインストールディレクト

リの下の bin を登録しておいてください。例えば，図 1.4 のようになります。 

 

 

図 1.4 パスの設定 

 

 この設定は，これからインストールする eclipse の起動のために必要です。 

 

1.4.2 Tomcat のインストール _____________________________________ 

 Tomcat は，オープンソースのサーブレットエンジンとして事実上の標準です。本

書では，Tomcat 5.0.28 を利用しました。Tomcat は以下の URL からダウンロードで

きます。 
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  http://jakarta.apache.org/site/binindex.cgi 

 

 ダウンロードしたものが exe 形式なら，単に実行すればインストールできます。zip

や tar.gz 形式の場合は，適当なディレクトリに展開すればインストールは終了です。

ここでは，c:¥jsf¥Tomcat-5.0 にインストールしたと仮定して説明をします。 

 

1.4.3 JSF のインストール ________________________________________ 

 JSF は，次の URL からダウンロードできます。 

 

  http://java.sun.com/j2ee/javaserverfaces/download.html 

 

 本書では，JavaServer Faces v1.1.01 Reference Implementation をサンプルの動

作確認に利用しています。v1.1 から v1.1.01 ではいくつかのバグが修正されていて，

本書のサンプルも修正されていることを前提に開発しますので，v1.1.01 か，それよ

り新しいバージョンをインストールすることをお勧めします。 

 ダウンロードしたら，アーカイブを適当なディレクトリに展開してください。ここ

で は ， c:¥jsf¥jsf-1_1_01 に 展 開 し た も の と 仮 定 し て 話 を 続 け ま す 。

c:¥jsf¥1_1_01¥samples ディレクトリに，jsf-cardemo.war など 4 つの WAR ファイ

ルが入っています。これらを，Tomcat をインストールしたディレクトリの webapps

ディレクトリ，すなわち c:¥jsf¥Tomcat-5.0¥webapps にコピーし，Tomcat を起動し

ます。起動は c:¥jsf¥Tomcat-5.0¥bin¥startup.bat で行います。 

 起動したら，ブラウザから， 

 

  http://localhost:8080/jsf-guessNumber 

 

にアクセスし，図 1.5 のような画面が出ればインストールは成功です。 
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図 1.5 JSF の guessNumber サンプル実行画面 

 

 このサンプルを実行すると，後で開発に必要な jar ファイルを展開しますので，一

度は実行しておいてください。 

 

1.4.4 eclipse のインストール ____________________________________ 

 eclipse は，オープンソースで開発が進んでいる統合開発環境(Integrated 

Development Environment：IDE)です。既に商用，フリーを問わず様々な IDE が存

在する中で，現在最も注目されているものの 1 つといっていいでしょう。本書では，

eclipse 3.0 を動作確認に利用しました。eclipse は，以下の URL からダウンロードで

きます。 

 

  http://www.eclipse.org/downloads/index.php 

 

 ダウンロードしたアーカイブを適当なフォルダで展開するだけで，インストールは

終了です。展開したフォルダのルートディレクトリにある eclipse.exe を実行すれば起

動できます。 

 eclipse は，様々な機能拡張をプラグインという仕組みで行えます。eclipse の開発

元である http://www.eclipse.org/ をはじめ，様々な団体や企業がプラグインを提供し

ています。ここでは，先ほどインストールした Tomcat を使ったデバッグができるプ
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ラグインをインストールしましょう。これは，Sysdeo Tomcat Launcher plugin とい

います。以下の URL からダウンロードしてください。  

 

  http://www.sysdeo.com/eclipse/tomcatPlugin.html 

 

 利用する eclipse のバージョンによってダウンロードするものが違うので注意して

ください。eclipse 3.0 を利用する場合は，tomcatPluginV3.zip をダウンロードします。 

 ダウンロードしたら，先ほどインストールした eclipse の eclipse¥plugins ディレク

トリ以下に展開してください。これでインストールは終了です。もし既に eclipse を

起動している場合は，いったん終了させて起動し直してください。すると，図 1.6 の

ようなアイコンが追加されているはずです。また，図 1.7 のようなメニューも追加さ

れます。これらのアイコンやメニューで，それぞれ Tomcat を起動，停止，再起動で

きます。Tomcat の起動中は，eclipse の Tomcat プロジェクトをデバッグできます。 

 

 

図 1.6 ツールバーに追加されるアイコン 

 

 

 

図 1.7 追加されるメニュー 

 

 次に，プラグインを設定します。eclipse の Window→Preferences メニューを開き，

左側のツリーメニューから Tomcat を選択してください。図 1.8 のような画面が開き

ます。ここで，「Tomcat ホーム」と表示されている箇所を，Tomcat をインストール

したディレクトリに変更してください。 
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図 1.8 Tomcat プラグインの設定 

 

 これで設定は終了です。 

 

1.4.5 プロジェクトの準備________________________________________ 

 eclipse の File→New→Project メニューを開き，Tomcat プロジェクトの作成を選

択(図 1.9)すれば，Tomcat プラグインで動作するプロジェクトを作成できます。 

 

 30



1.4 JSF の開発環境の構築 

 

 

図 1.9 Tomcat プロジェクトの作成 

 

 次に，JSF を利用するために，ライブラリファイルのコピーを行います。1.4.3 項

で説明した，guessNumber に含まれているライブラリファイルをコピーします。つ

まり， 

 

  c:¥jsf¥Tomcat-5.0¥webapps¥jsf-guessNumber¥WEB-INF¥lib 

 

ディレクトリに含まれている war ファイルを，作成したプロジェクトの WEB-INF¥lib

ディレクトリにコピーしてください。 

 次に，プロジェクトを右クリックし，現れたコンテキストメニューで一番下の

“Properties” を選択して，プロパティ画面を出します。ダイアログ左に表示されて

いるツリーから“Java Build Path”を選択し，ダイアログ左側で“Libraries”タブ

を選択すると，このプロジェクトで使えるライブラリの一覧が表示されます。ここで 

“Add JARs...”メニューを選択して，プロジェクトの WEB-INF¥lib¥jsf-api.jar を

選択してください。この様子を図 1.10 に示します。 
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図 1.10 jsf-api.jar の選択 

 

 OK ボタンを押し，プロパティ画面を閉じると，パッケージエクスプローラの画面

は図 1.11 のようになっているはずです。以下の 2 点を確認してください。 

 

• WEB-INF¥lib ディレクトリの下に，以下のファイルがある。 

   commons-beanutils.jar 

   commons-collections.jar 

   commons-digester.jar 

   commons-logging.jar 

   jsf-impl.jar 

   jstl.jar 

   standard.jar 

• jsf-api.jar がプロジェクトの直下にある。 

 

 なお，ここではプロジェクト名を“test”にしています。 
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図 1.11 パッケージエクスプローラの表示 

 

 これでプロジェクトの準備は終了です。今後は，JSP をプロジェクト(この場合は

test)の直下，Java のソースファイルを WEB-INF/src，設定ファイル群は WEB-INF

の下に作成していきます。 

 

1.4.6 プロジェクトのデバッグ____________________________________ 

 Tomcat プロジェクトをデバッグする場合は，1.4.4 項で示した Tomcat 起動ボタン，

または Tomcat 起動メニューを選択します。すると，Tomcat が起動し，現在開いて

いるプロジェクトを自動的にコンテキストに追加し，Web ブラウザからアクセスでき

る状態になります。例えば，1.4.5 項のように“test”という名前のプロジェクトを作っ

ていたとすると，コンテキストルートは， 

 

  http://localhost:8080/test/ 

 

になります。ブラウザからのアクセス中は，Tomcat プロジェクト内の Java ソースに

ブレークポイントをかけたりしてデバッグできます。 
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 なお，プロジェクトのコンテキストルートは変更できます。プロジェクトを右クリッ

クして，“Properties...”を選択すると，図 1.12 のようなダイアログが開きます。こ

こで「アプリケーション URI」となっている部分を変更すると，コンテキストルート

を変更できます。 

 

 

図 1.12 プロジェクトのプロパティダイアログ 

 

 このとき，プロジェクトを右クリックして出てくるメニューから，「Tomcat プロ

ジェクト」→「Tomcat のコンテキストを更新する」を選択(図 1.13)して，Tomcat

を再起動してください。 

 

 

図 1.13 Tomcat コンテキストの更新 

 34



1.5 JSF をめぐる Java 技術の動向 

1.5 JSF をめぐる Java 技術の動向 

 ここでは，JSF 策定までの Java 技術全体の変遷を簡単に紹介し，JSF の今後の改

訂予定を説明します。 

 

1.5.1 Java の新しいスローガン EoD________________________________ 

 Java 技術のスローガンといえば「WORA：Write Once, Run Anywhere」ですが，

2003 年 6 月の JavaOne コンファレンスで新たに「EoD：Ease Of Development」と

いうスローガンが提唱されています。 

 1.3 節でも説明しましたが，これまでの Java はテクノロジー先行の傾向が強く，高

い意欲を持った開発者にしか追随しきれない「難しい開発技術」になっていました。

この結果，大規模プロジェクトに Java を適用しようとすると，まずは一定レベルの

スキルを持った開発者を集める苦労があり，また開発を本格的に始める前にはある程

度のスキル育成投資が避けられない状況が生まれていました。 

 こうした中でも，JCP(Java Community Process：Java API を策定するオープン

な組織)に提案される JSR(Java Specification Request：Java API の新規策定・改訂

の提案書)の数が 250 を超え，そのうちで正式版(Final Release)として認定されたも

のだけでもとうとう 100 に達するようになり，はたしてそのすべてに精通している技

術者がいるか，と疑問に思えるほど Java の技術は拡大してしまいました。 

 例えばサーブレット/JSPを適用するプロジェクトのためにJava開発経験者を集め

られたとしても，その中には「JDBC や EJB はよく知っていますが，JSP はこれか

ら勉強します」という人も少なくない，といったことがしばしば起こります。EoD は，

社会全体で Java スキル育成のために費やされている莫大なコストを低減し，Java 技

術のより一層の発展を図るために必要な取り組みといえます。 

 EoD は，以下の 3 つの観点で進んでいます。 

 

 ① Java 言語仕様の簡易化 

 キャスト，イテレータ，定数参照，列挙型など，決まりきった冗長なコーディ

ングをしなくて済むようになります。 
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 ② EJB 仕様の簡易化 

 デフォルト設定を豊富に定めるので，デフォルトのままでよい場合の記述量が

(ソースコードもデプロイメント記述も)大幅に削減されます。 

 

 ③ ツールの提供 

 新しいツールの 1 つの目玉が JSF です。各社が「コンポーネント部品のドラッ

グアンドドロップで開発」と銘打って製品提供を始めています。もう 1 つの傾向

は，UML 等を使ったコードのビジュアライズです。2003 年以降，大手の開発ツー

ルベンダ各社が，それまではややマイナーだった UML ツールベンダを買収し，

2004 年からは，買収したモデリング機能を統合した製品が次々に発表されていま

す。 

 

1.5.2 Java 誕生から JSF までの道のり _____________________________ 

 Java が世に出てからちょうど 10 年。JSF までの歴史を振り返ってみましょう。 

 
1995 年 5 月 HotJava 発表。Netscape が Java 採用を発表。 

12 月 Microsoft が Java 採用を発表。 

1996 年 5 月 第一回 JavaOne にて JavaSoft の Baratz 社長が Java Servlet API 構想を

紹介。 

1997 年 6 月 すべて Java で開発された Web サーバ Java Web Server 出荷。これが公式

の Servlet 初版。 

1998 年 4 月 JSDK (Java Servlet Development Kit) 2.0 公開。Servlet 2.0 相当。 

11 月 Servlet 2.1 仕様公開。 

12 月 Java Business Expo にて Java 2 発表。 

1999 年 4 月 JSDK (Java Servlet Development Kit) 2.1 公開。 

6 月 JavaOne にて J2SE/J2EE/J2ME 発表。 

8 月 JSWDK (JavaServer Web Development Kit) 1.0 公開。 

JSP 1.0 仕様公開。 

12 月 Servlet 2.2 & JSP 1.1 仕様公開。 

2000 年 2 月 JSR-53(Servlet 2.3 & JSP 1.2)活動開始。 

2001 年 5 月 JSR-127(JSF 1.0)活動開始。 

8 月 Servlet 2.3 & JSP 1.2 仕様公開。 

10 月 JSR-152(JSP 2.0) & JSR-154(Servlet 2.4)活動開始。 
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2003 年 6 月 JavaOne にて EoD 宣言。 

11 月 Servlet 2.4 & JSP 2.0 仕様公開。 

2004 年 3 月 JSF 1.0 仕様公開。 

5 月 JSF 1.1 仕様公開。 

JSR-245(JSP 2.1)活動開始。 

8 月 JSR-252(JSF 1.2)活動開始。 

 

1.5.3 JSF 1.1 が基づく他の Java API 仕様 _________________________ 

 JSF 1.1 は，以下の Java API 仕様を前提としています。 

 

• JavaServer Pages Specification, version 1.2 (JSP 1.2) 

• Java Servlet Specification, version 2.3 (Servlet 2.3) 

• Java2 Platform, Standard Edition, version 1.3 (J2SE 1.3) 

• JavaBeans Specification, version 1.0.1 

• JavaServer Pages Standard Tag Library, version 1.0 (JSTL 1.0) 

 

1.5.4 JSF と JSP の今後の改訂について ____________________________ 

 JSR-127(JSF 1.0)は JSR-152(JSP 2.0)と同時並行に議論されたために，仕様をう

まく同期できなかった部分があります。具体的には，JSF 1.1 は JSP 1.2 を前提とし

ているにもかかわらず，バリューバインディング式に記述できる式の構文を「先頭文

字が $ ではなく # であることと，関数呼び出しがないことを除いて，JSP 2.0 仕様

と同等」と定義しています。JSR-245(JSP 2.1)と JSR-252(JSF 1.2)は，このいささ

か不恰好な状態を解消し，式の定義を JSP 側に統一することを主な目的としています。 

 これ以外では，JSF 1.0 から 1.1 への改訂と同様にバグ修正レベルの改訂を行いま

すが，本質的な機能拡張は予定していません。ツールサポート強化，標準コンポーネ

ント増強，クライアントサイド検証等の機能拡張は，JSF 2.0(2004年 12月時点で JSR

未提案)として検討することになっています。 
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