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湊 隆行 

はじめに 

2013年 6月 12日に Java EE 7が発表され、新機能の 1つとして Java API for JSON Processing（以

降、JSON-P）が追加されました。 

JSON（JavaScript Object Notation）はプログラミング言語に依存しない文字列ベースの軽量なデー

タ交換用のフォーマットであり、JSON-Pは JSONデータの解析・生成・変換・クエリーを行うためのイン

タフェースを提供します。 

JSONと同じような定型的なデータを表現するものとして XMLがありますが、XMLパーサには大きく分け

て SAX、StAX、DOMの 3種類があります。SAXと StAXは XMLを解析しながらイベントを発行するイベン

トベースの低レベル APIであり、SAXは Push型、StAXは Pull型です。DOMは XMLを解析して、そのツ

リー構造をメモリ内に展開し、ランダムアクセスが可能な高レベル APIです。 

Java API for JSON Processingは JSR 353で策定されたものであり、StAXを模倣したストリーミン

グ APIと、DOMを模倣したオブジェクトモデル APIを提供しています。 

本書では JSON-Pについて、サンプルを交えて紹介します。サンプルは Java SE 7の言語仕様に沿った

プログラムであり、読みやすくするために例外処理を省略します。 

API構成の概要 

JSON-P は次の 3 つのパッケージで構成し、クラス 2 個、列挙型 2 個、例外 3 個および、インタフェー

ス 18個あります。クラスが少なくインタフェースが多いのは、JSON-P自体はインタフェースを定めるだ

けであり、具体的な実装をGlassFish同梱のリファレンス実装かベンダー提供のものに委譲するためです。 

 javax.json 

 javax.json.spi 

 javax.json.stream 

ファクトリクラス 

JSON-Pには表 3.1に示すように 2つのファクトリクラスがあります。 

API 概要 
抽象クラス 
JsonProvider 

JSONを扱う各種オブジェクトを生成するファクトリクラスです。 

JSONデータを解析するクラスや JSONデータを生成するクラスなどのインスタンスを取得する static

メソッドを提供しています。 

クラス 
Json 

JSONを扱う各種オブジェクトを生成するファクトリクラスです。 

JsonProviderと同じメソッドを持ち（provider()を除く）、すべてのメソッドは JsonProviderの同

じメソッドを呼び出しています。 

表 3.1 JSON-Pのファクトリクラス 

http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/spi/JsonProvider.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/Json.html
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Json と JsonProvider は同じ機能を持つクラスと理解して差し支えありません。Json は provider()

を持っていない点を除いて JsonProvider と同じメソッドを持っていて、Json のすべてのメソッドは

JsonProvider の同じメソッドに完全に委譲しています。たとえば Json.createParser(Reader)を呼び

出すことは、JsonProvider.provider().createParser(Reader)を呼び出すことと同じです。この呼び

出しシーケンスを図 3.1に示します。 

 

 

図 3.1 Jsonと JsonProviderの呼び出しシーケンス図 

 

JsonProviderは Abstract Factoryデザインパターンを適用した「抽象ファクトリクラス」であり、

その static メソッドである provider()が「ファクトリメソッド」です。 provider()が

java.util.ServiceLoader を利用して JsonProvider の具象クラスをロードし、そのインスタンスを生

成して復帰値として返します。 

provider()はデフォルトで GlassFish 同梱の具象クラスをロードしますが、その具象クラスをベンダ

ー提供のものに置き換え可能です。置き換えるには、アプリケーションの jar ファイル内の

/META-INF/services デ ィ レ ク ト リ に 、 ベ ン ダ ー 提 供 の 具 象 ク ラ ス 名 を 記 載 し た

javax.json.spi.JsonProvider ファイルを格納します。図 3.2 は、ベンダー提供の具象クラス名が

「com.example.json.spi.ExampleJsonProvider」の場合の例です。こうしてベンダー提供の具象クラ

スに置き換えるだけで、後述するストリーミング APIやオブジェクトモデル APIもベンダー提供のものに

置き換わります。 

 

 

図 3.2 アプリケーションの jarファイルの内容例 

 

つまり、JsonProvider は具象クラスをベンダーのものに置き換え可能な「Service Provider 

Interface」であり、Json はそのラッパークラスのようなものです。Json はアプリケーションのプログ

ラムを簡略に書くためにあるので、アプリケーションは Jsonを使えばよいわけです。 
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ストリーミング APIを利用した JSONデータの作成 

表 4.1はストリーミング APIのうち、JSONデータの作成に関する APIです。 

アプリケーションは、通常 JsonGenerator のみ利用します。JsonGenerator に固有設定を渡したいと

きには、JsonGeneratorFactoryも使います。 

 

API 概要 

インタフェース 
JsonGenerator 

JSON データを生成します。Json.createGenerator()を呼び出すことにより、新しい

JsonGeneratorインスタンスを取得できます。 

インタフェース 
JsonGeneratorFactory 

JsonGenerator を生成するファクトリです。Json.createGeneratorFactory()を呼び出す

ことにより、新しい JsonGeneratorFactoryインスタンスを取得できます。JsonGenerator

に固有設定を渡したいときにこのファクトリを利用します。 

表 4.1 JSONデータを生成するストリーミング API 

 JsonGenerator のみを利用する場合 

Json.createGenerator()で JsonGeneratorを生成し、そのメソッドを呼び出すことにより JSONデー

タを作成できます。図 4.1は JsonGeneratorを利用して JSONデータを作成するサンプルです。 

 

//Json.createGenerator()でJsonGeneratorインスタンスを生成する 

//JsonGeneratorの出力先はStringWriterオブジェクト 
final StringWriter w = new StringWriter(); 
try(final JsonGenerator gen = Json.createGenerator(w)){ 

    gen.writeStartObject()              //JSONオブジェクトの開始 

        .write("name", "Taro")          //JSONオブジェクト内ではキーと値のセットを出力 

        .writeStartArray("parameters") //JSON配列の開始 

            .write("value1")            //JSON配列内では、値のみ出力 
            .write(100) 
            .write(true) 

            .writeNull()                //writeNull()でnullを出力 
        .writeEnd() 
    .writeEnd(); 
} 

//生成したJSONデータをコンソールに出力する 
System.out.println(w.toString()); 

図 4.1 JsonGeneratorを利用して JSONデータを生成するプログラム 

 

JsonGenerator の write 系メソッド呼び出しはチェイン化（連続呼び出しが）できます。

writeStartObject()と writeStartArray()は writeEnd()と 1対 1の関係にあり、それぞれ JSONオブ

ジェクトを括る"{"と"}"、JSON 配列を括る"["と"]"を出力します。これらの括弧内を write()または

writeNull()を使って、キーと値のセットまたは、値だけを出力する要領でプログラミングするわけです。 

また、サンプルでは JSON データ作成後に暗黙的に JsonGenerator.close()を呼び出すように

try-with-resources構文を使っています。なおJsonGenerator.close()では、JsonGenerator.flush()

に相当する処理と、Json.createGenerator()の引数に指定した出力先オブジェクト（サンプルでは

StringWriter）の close()の呼び出しも行っています。そのため、アプリケーションは JSONデータ作成

完了時の flush()呼び出しや、出力先オブジェクトの close()呼び出しを省略できます。 

上記プログラムの実行結果を図 4.2に示します。 

http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/stream/JsonGenerator.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/stream/JsonGeneratorFactory.html
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{"name":"Taro","parameters":["value1",100,true,null]} 

図 4.2 JsonGeneratorが生成した JSONデータ 

 JsonGeneratorFactory と JsonGeneratorを利用する場合 

JsonGenerator に固有設定を渡したい場合は、あらかじめ JsonGeneratorFactory を生成してから、

JsonGeneratorを生成するというプログラムを組みます。 

具体的には、引数に固有設定を指定して Json.createGeneratorFactory(Map<String,Object>)を呼

び出して、あらかじめ JsonGeneratorFactory を生成しておきます。生成した JsonGeneratorFactory

は固有設定を保持しているので、 createGenerator()を呼び出すたびに固有設定を反映した

JsonGeneratorを生成するわけです。 

固有設定は JSON-P の実装系によって異なりますが、現在の GlassFish 同梱のリファレンス実装では、

表 4.2の固有設定が可能です。 

 

キー 値 概要 

JsonGenerator.PRETTY_PRINTING （任意） JSONデータに改行やインデントを追加して整形します。 

表 4.2 GlassFish同梱のリファレンスの固有設定 

 

固有設定を指定して JsonGeneratorFactory を生成したうえで、JSON データを作成するサンプルを図

4.3に示します。また、図 4.4がその実行結果ですが、図 4.2と見比べてください。JsonGeneratorFactory 

を生成するときに JsonGenerator.PRETTY_PRINTINGキーを指定すれば、整形した JSONデータを出力す

るわけです。 

 

//固有設定を指定して、JsonGeneratorFactoryを生成 
final HashMap<String, Object> config = new HashMap<>(); 

config.put(JsonGenerator.PRETTY_PRINTING, null); //整形するためにPRETTY_PRINGINGを指定(値は任意) 
final JsonGeneratorFactory factory = Json.createGeneratorFactory(config); 

//JsonGeneratorFactory.createGenerator()でJsonGeneratorインスタンスを生成 

//JsonGeneratorの出力先はStringWriterオブジェクト 
final StringWriter w = new StringWriter(); 
try(final JsonGenerator gen = factory.createGenerator(w)){ 

    //出力内容は、図4.1と同じ 

    gen.writeStartObject()             //JSONオブジェクトの開始 

        .write("name", "Taro")         //JSONオブジェクト内ではキーと値のセットを出力 

        .writeStartArray("parameters") //JSON配列の開始 

            .write("value1")           //JSON配列内では、値のみ出力 
            .write(100) 
            .write(true) 

            .writeNull()               //writeNull()でnullを出力 
        .writeEnd() 
    .writeEnd(); 
} 
System.out.println(w.toString()); 

図 4.3 JsonGeneratorFactoryと JsonGeneratorを利用して JSONデータを生成するプログラム 

 

{ 
    "name":"Taro", 
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    "parameters":[ 
        "value1", 
        100, 
        true, 
        null 
    ] 
} 

図 4.4 整形した JSONデータ 

ストリーミング APIを利用した JSONデータの解析 

表 5.1はストリーミング APIのうち、JSONデータの解析に関する APIです。 

 

API 概要 

インタフェース 
JsonParserFactory 

JsonParserを生成するファクトリです。Json.createParserFactory()を呼び出すことにより、

新しい JsonParserFactoryインスタンスを取得できます。JsonParserに固有設定を渡したいと

きに、このファクトリを利用します。 

インタフェース 
JsonParser 

JSON データを解析します。Json.createParser()を呼び出すことにより、新しい JsonParser

インスタンスを取得できます。 

インタフェース 
JsonLocation 

JSONデータの位置情報（行番号、列番号やオフセット）を示します。 

JsonParser.getLocation()および JsonParsingException.getLocation()が返します。 

列挙型 
JsonParser.Event 

JsonParser.next()が返すイベントであり、アプリケーションはイベントを参照することにより

JsonParserが解析しているキーや値を判別可能です。次のイベントがあります。 

 START_OBJECT、END_OBJECT、START_ARRAY、END_ARRAY、VALUE_TRUE、VALUE_FALSE、

VALUE_NULL、KEY_NAME、VALUE_STRING、VALUE_NUMBER 
 

アプリケーションはイベントの種類を参照することにより、JSONデータの解析状況を確認できま

す。一部のイベントでは、次の処理が可能です。 

 KEY_NAMEの場合：JsonParser.getString()でキー名を取得可能 

 VALUE_STRINGの場合：JsonParser.getString()で値を取得可能 

 VALUE_NUMBERの場合：JsonParser.getString()、getInt()、getLong()または

getBigDecimal()で値を取得可能 

表 5.1 JSONデータを解析するストリーミング API 

 

アプリケーションは、通常 Json.createParser()を呼び出して新しい JsonParserインスタンスを取得

して、JSONデータを解析します。 

JsonParserFactory と JsonParser の関係は、前節で説明した JsonGeneratorFactory と

JsonGenerator の関係と同じで、JsonParser に固有設定（Map オブジェクト）を渡したい場合に

JsonParserFactoryを利用します。固有設定はJSON-Pの実装系によって異なりますが、現在のGlassFish

同梱のリファレンス実装では、JsonParserFactoryを利用する必要性はあまり無いでしょう。 

図 5.1は JsonParserを利用して JSONデータを解析するプログラム例です。 

 

//jsonStringはJSONデータ 

//Json.createParser()でJsonParserインスタンスを取得する 
try(final JsonParser parser = Json.createParser(new StringReader(jsonString))){ 

    // JSONデータの解析が完了するまでは、JsonParser.hasNext()はtrueを返す 
    while(parser.hasNext()){ 

        // JsonParser.next()が返すイベントにより、解析中のキーや値を判別可能 
        final Event event = parser.next(); 
        switch(event){ 

        // KEY_NAMEとVALUE_STRINGでは、getString()でキー名または値を取得可能 
        case KEY_NAME: 
        case VALUE_STRING: 

http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/stream/JsonParserFactory.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/stream/JsonParser.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/stream/JsonLocation.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/stream/JsonParser.Event.html
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            System.out.println(parser.getLocation()+": "+event+"=¥""+parser.getString()+"¥""); 
            break; 

        // VALUE_NUMBERでは、getString()、getInt()、getLong()またはgetBigDecimal()で値を取得可能 
        case VALUE_NUMBER: 
            System.out.println(parser.getLocation()+": "+event+"="+parser.getLong()); 
            break; 

        // 上記以外のイベントでは、getString()、getInt()、getLong()およびgetBigDecimal()は使えない 

        case START_OBJECT: // JSONオブジェクトの開始を示す 

        case END_OBJECT:   // JSONオブジェクトの終了を示す 

        case START_ARRAY:  // JSON配列の開始を示す 

        case END_ARRAY:    // JSON配列の終了を示す 

        case VALUE_TRUE:   // 値がtrueであることを示す 

        case VALUE_FALSE:  // 値がfalseであることを示す 

        case VALUE_NULL:   // 値がnullであることを示す 
            System.out.println(parser.getLocation()+": "+event); 
            break; 
        } 
    } 
} 

図 5.1 JsonParserで JSONデータを解析するプログラム 

 

JsonParserではJSONデータの解析が終わるまで、JsonParser.hasNext()がtrueを返します。trueを

返す間は、JsonParser.next()が返すイベントを判別してJSONデータを取得するよう実装すればよいわけ

です。イベントがKEY_NAMEおよびVALUE_STRINGの場合は、JsonParser.getString()でそれぞれキーお

よび値を取得できます。イベントがVALUE_NUMBERの場合は、getString()、getInt()、getLong()また

はgetBigDecimal()で値を取得できます。またtry-with-resources構文を使って、JSONデータ解析後に

暗黙的にJsonParser.close()を呼び出しています。 

なお、イベントがVALUE_NUMBERの場合に、getInt()、getLong()またはgetBigDecimal()のどのメソ

ッドを使うのが適切かは、あらかじめJSONデータに格納されている数値の範囲を知っておく必要がありま

す。 

上記プログラムの jsonString変数に図 4.2および図 4.4の JSONデータを渡して実行した結果を、そ

れぞれ図 5.2および図 5.3に示します。なお、各行の先頭にある括弧内は JsonLocationの toString()

が出力する文字列です。「line no（行番号）」、「column no（列番号）」および「offset（先頭からの位置）」

の数値と、図 4.2および図 4.4の JSONデータと照らし合わせてみてください。 

 

(line no=1, column no=2, offset=1): START_OBJECT 
(line no=1, column no=8, offset=7): KEY_NAME="name" 
(line no=1, column no=15, offset=14): VALUE_STRING="Taro" 
(line no=1, column no=28, offset=27): KEY_NAME="parameters" 
(line no=1, column no=30, offset=29): START_ARRAY 
(line no=1, column no=38, offset=37): VALUE_STRING="value1" 
(line no=1, column no=42, offset=41): VALUE_NUMBER=100 
(line no=1, column no=47, offset=46): VALUE_TRUE 
(line no=1, column no=52, offset=51): VALUE_NULL 
(line no=1, column no=53, offset=52): END_ARRAY 
(line no=1, column no=54, offset=53): END_OBJECT 

図 5.2 JsonParserで JSONデータを解析した結果 

 

(line no=2, column no=2, offset=2): START_OBJECT 
(line no=3, column no=11, offset=13): KEY_NAME="name" 
(line no=3, column no=18, offset=20): VALUE_STRING="Taro" 
(line no=4, column no=17, offset=38): KEY_NAME="parameters" 
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(line no=4, column no=19, offset=40): START_ARRAY 
(line no=5, column no=17, offset=57): VALUE_STRING="value1" 
(line no=6, column no=12, offset=70): VALUE_NUMBER=100 
(line no=7, column no=13, offset=84): VALUE_TRUE 
(line no=8, column no=13, offset=98): VALUE_NULL 
(line no=9, column no=6, offset=104): END_ARRAY 
(line no=10, column no=2, offset=106): END_OBJECT 

図 5.3 JsonParserで整形した JSONデータを解析した結果 

オブジェクトモデル APIのデータ構造 

JSON-P のオブジェクトモデル API には、図 6.1 と表 6.1 に示すように JSON データの表現に関する 6

つのインタフェースと 1つの列挙型があります。http://json.org/の JSONデータ構造の説明と照合すれ

ば、6 つのインタフェースの役割がすぐにわかるでしょう。なお、6 つのインタフェースはすべて、一度

JSON データを生成したら値を追加・削除および変更できない immutable な設計です。これはアプリケー

ションのプログラムミスによる JSONデータの不整合を防ぐためでしょう。 

 

 

図 6.1 JSONデータを表現するインタフェースの関係図 

 

API 概要 
インタフェース 
JsonValue 

すべての親インタフェースです。JSON値の種類を判別するための getValueType()を提供しま

す。定数 NULL、TRUE および FALSE があり、それぞれ JSON の null、true、false に対応し

ます。 

インタフェース 
JsonStructure 

JsonObject、JsonArrayの親インタフェースです。 

フィールドやメソッドの定義はありません。 

インタフェース 
JsonObject 

JSONオブジェクトです。 

java.util.Mapの派生でもあり、キーを指定して値を取得するメソッドを提供します。 

インタフェース 
JsonArray 

JSON配列です。 

java.util.Listの派生でもあり、要素番号を指定して値を取得するメソッドを提供します。 

インタフェース 
JsonNumber 

JSON数値です。 

BigDecimal、BigInteger、long、intおよび doubleの値を取得するメソッドを提供します。 

インタフェース 
JsonString 

JSON文字列です。 

String値を取得するメソッドを提供します。 

列挙型 
JsonValue.ValueType 

値の種類を判別するための列挙型です。 

JsonValueインタフェースの getValueType()の復帰値です。 

表 6.1 JSONデータを表現するインタフェースの概要 

 

http://json.org/
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonValue.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonStructure.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonObject.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonArray.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonNumber.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonString.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonValue.ValueType.html
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オブジェクトモデル APIを利用した JSONデータの作成 

表 7.1はオブジェクトモデル APIのうち、JSONデータの作成に関する APIです。 

 

API 概要 

インタフェース 
JsonBuilderFactory 

JsonObjectBuilder お よ び JsonArrayBuilder を 生 成 す る フ ァ ク ト リ で す 。

Json.createBuilderFactory()を呼び出すことにより、新しい JsonBuilderFactory インス

タンスを取得できます。JsonObjectBuilderおよび JsonArrayBuilderに固有設定を渡したい

ときにこのファクトリを利用します。 

インタフェース 
JsonObjectBuilder 

JsonObject を生成します。Json.createObjectBuilder()を呼び出すことにより、新しい

JsonObjectBuilderインスタンスを取得できます。 

インタフェース 
JsonArrayBuilder 

JsonArrayBuilderを生成します。Json.createArrayBuilder()を呼び出すことにより、新し

い JsonArrayBuilderインスタンスを取得できます。 

インタフェース 
JsonWriterFactory 

JsonWriter を生成するファクトリです。Json.createWriterFactory()を呼び出すことによ

り、新しい JsonWriterFactoryインスタンスを取得できます。JsonWriterに固有設定を渡し

たいときにこのファクトリを利用します。 

インタフェース 
JsonWriter 

JsonObjectBuilderまたは JsonArrayBuilderが生成した JsonObjectまたは JsonArrayを、

指定された出力先に出力します。 

表 7.1 JSONデータを生成するオブジェクトモデル API 

 

アプリケーションは、通常 Jsonクラスの createObjectBuilder()または createArrayBuilder()を呼

び出して新しい JsonObjectBuilderまたは JsonArrayBuilderのインスタンスを取得して、JSONデータ

を作成します。 

JsonObjectBuilder または JsonArrayBuilder に固有設定（Map オブジェクト）を渡したい場合に、

JsonBuilderFactory を利用します。Json.createBuilderFactory()の引数に固有設定を渡して新しい

JsonBuilderFactoryインスタンスを取得してから、JsonBuilderFactoryの createObjectBuilder()

および createArrayBuilder()を呼び出せばよいわけです。固有設定は JSON-P の実装系によって異なり

ますが、現在の GlassFish同梱のリファレンス実装では、JsonBuilderFactoryを利用する必要性はあま

り無いでしょう。 

JsonWriter に 固 有 設 定 を 渡 し た い 場 合 は 、 JsonWriterFactory を 利 用 し ま す 。

Json.createWriterFactory()の引数に固有設定を渡して新しい JsonWriterFactoryインスタンスを取

得し、JsonWriterFactory の createWriter()を呼び出します。現在の GlassFish 同梱のリファレンス

実装では、JsonGeneratorFactoryと同様に表 7.2の固有設定が可能です。 

 

キー 値 概要 

JsonGenerator.PRETTY_PRINTING （任意） JSONデータに改行やインデントを追加して整形します。 

表 7.2 GlassFish同梱のリファレンスの固有設定 

 

オブジェクトモデル APIを利用したプログラム例を示します。図 7.1のプログラムで JsonObjectを生

成し、図 7.2または図 7.3で JSONデータを出力します。図 7.2および図 7.3は、それぞれ図 4.2および

図 4.4と同じ JSONデータを出力します。 

 

//まずJsonArrayを生成 
final JsonArray jsonArray = Json.createArrayBuilder() 
    .add("value1") 

http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonBuilderFactory.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonObjectBuilder.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonArrayBuilder.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonWriterFactory.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonWriter.html
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    .add(100) 

    .add(JsonValue.TRUE) //trueはJsonValue.TRUEを利用 

    .add(JsonValue.NULL) //nullはJsonValue.NULLを利用 
    .build(); 

//次にJsonObjectを生成 
final JsonObject jsonObject = Json.createObjectBuilder() 
    .add("name", "Taro") 

    .add("parameters", jsonArray) //先に生成したJsonArrayを追加 
    .build(); 

図 7.1 オブジェクトモデル APIを利用して JsonArrayおよび JsonObjectを生成するプログラム 

 

//Json.createWriterでJsonWriterを生成 

//JsonWriterの出力先はStringWriter 
final StringWriter strWriter = new StringWriter(); 
try(final JsonWriter w = Json.createWriter(strWriter)){ 

w.write(jsonObject); // JsonObjectを出力 
} 

//生成したJSONデータをコンソールに出力 
System.out.println(strWriter.toString()); 

図 7.2 JsonObjectから JSONデータを生成するプログラム 

 

//固有設定を指定して、JsonGeneratorFactoryを生成 
final HashMap<String, Object> config = new HashMap<>(); 

config.put(JsonGenerator.PRETTY_PRINTING, null); //整形するためにPRETTY_PRINGINGを指定(値は任意) 
final JsonWriterFactory writerFactory = Json.createWriterFactory(config); 

//JsonWriterFactory.createWriter()でJsonWriterを生成 

//JsonWriterの出力先はStringWriter 
final StringWriter strWriter = new StringWriter(); 
try(final JsonWriter w = writerFactory.createWriter(strWriter)){ 

    w.write(jsonObject); //JsonObjectを出力 
} 

//生成したJSONデータをコンソールに出力 
System.out.println(strWriter.toString()); 

図 7.3 JsonObjectから整形した JSONデータを生成するプログラム 

 

サンプルでは、Jsonの createArrayBuilder()および createObjectBuilder()で、JsonArrayBuilder

および JsonObjectBuilderを生成して、連続して add()を呼び出し、最後に build()で JsonArrayおよ

び JsonObjectを生成しています。また、JsonWriterで JSONデータ作成した後に、try-with-resources

構文を使って暗黙的に JsonWriter.close()を呼び出しています。 JsonWriter.close()では

Json.createWriter()の引数に指定した出力先オブジェクト（サンプルでは StringWriter）の close()

も呼び出すため、アプリケーションは出力先オブジェクトの close()呼び出しを省略できます。 

オブジェクトモデル API はストリーミング API を利用するよりも少し性能が劣化しますが、

JsonObjectBuilderおよび JsonArrayBuilderを使い回して、様々な JSONデータを出力するようなとき

には便利でしょう。 

オブジェクトモデル APIを利用した JSONデータの解析 

表 8.1はオブジェクトモデル APIのうち、JSONデータの解析に関する APIです。 
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API 概要 

インタフェース 
JsonReaderFactory 

JsonReaderを生成するファクトリです。Json.createReaderFactory()を呼び出すことにより、

新しい JsonReaderFactoryインスタンスを取得できます。JsonReaderに固有設定を渡したいと

きに、このファクトリを利用します。 

インタフェース 
JsonReader 

指定された入力先から JSONデータを入力し、JsonObjectまたは JsonArrayを生成します。 

表 8.1 JSONデータを解析するオブジェクトモデル API 

 

アプリケーションは、通常 Json.createReader()を呼び出して新しい JsonReaderインスタンスを取得

して、 JSON データを解析します。 JsonReaderFactory と JsonReader の関係は、先述した

JsonParserFactory と JsonParser の関係と同じで、JsonReader に固有設定を渡したい場合に

JsonReaderFactoryを利用します。固有設定はJSON-Pの実装系によって異なりますが、現在のGlassFish

同梱のリファレンス実装では、JsonReaderFactoryを利用する必要性はあまり無いでしょう。 

JsonReader を利用して図 4.2 の JSON データを解析するプログラム例を、図 8.1 に示します。また

jsonString変数に図 4.2または図 4.4の JSONデータを渡して実行した結果を、図 8.2に示します。 

 

//jsonStringはJSONデータ 

//Json.createReader()でJsonReaderインスタンスを取得する 
try(final JsonReader r = Json.createReader(new StringReader(jsonString))){ 

    //JsonObjectではキーを指定して値を取得 
    final JsonObject jsonObject = r.readObject(); 
    final String name = jsonObject.getString("name"); 

    //JsonArrayでは要素番号を指定して値を取得 
    final JsonArray jsonArray = jsonObject.getJsonArray("parameters"); 
    final String value0 = jsonArray.getString(0); 
    final int value1 = jsonArray.getInt(1); 
    final JsonValue value2 = jsonArray.get(2); 
    final JsonValue value3 = jsonArray.get(3); 

    //コンソールに出力 
    System.out.println("name="+name+", value0="+value0+", value1="+value1+", value2="+value2+", 
value3="+value3); 
} 

図 8.1 JsonReaderを利用して JSONデータを解析するプログラム 

 

name="Taro", value0="value1", value1=100, value2=true, value3=null 

図 8.2 JsonReaderで JSONデータを解析した結果 

 

サンプルでは Json.createReader()で JsonReader を生成した後に、引数に要素番号を指定して get

系メソッドを呼び出してJSONデータの値を取得しています。なお、get系メソッドを適切に呼び出すには、

あらかじめ JSON データの構造を知っておく必要があります。また try-with-resource 構文で

JsonReader.close()を暗黙的に呼び出しています。JsonReader.close()では、Json.createReader()

の引数に指定した入力元オブジェクト（サンプルでは StringReader）の close()も呼び出しているため、

アプリケーションは入力元オブジェクトの close()呼び出しを省略できます。 

例外クラス 

JSON-Pがスローする例外は表 9.1のとおりです。すべて RuntimeExceptionの派生クラスであり、I/O

http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonReaderFactory.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonReader.html
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処理で発生する IOException も RuntimeException の派生クラスでラッピングしてスローします。その

ため JSON-Pを利用するアプリケーションでは例外処理を省略できます（補足）。 

 

例外クラス 概要 

JsonException RuntimeExceptionの派生クラスであり、JSON-Pの様々なクラスがスロ

ーします。 

JsonGenerationException JsonExceptionの派生クラスであり、JsonGeneratorがスローします。 

JsonParsingException JsonException の派生クラスであり、JsonReader や JsonParser がス

ローします。 

表 9.1 例外クラス 

 

補足：2種類の例外 

Javaの例外にはキャッチが必須のものとそうでないものがあります。RuntimeExceptionの派生ク

ラスであれば、必ずしも try-catch 構文を書いて例外をキャッチする必要がありません。

RuntimeExceptionの派生クラスでなければ、必ず try-catch構文を書く必要があり、確実な例外処

理が期待できる反面、プログラムが煩雑になるきらいがあります。 

まとめ 

JSON-Pには、ストリーミング APIとオブジェクトモデル APIがあり、それぞれの APIを利用して JSON

データの解析方法と生成方法をサンプルを交えて紹介しました。どちらの APIを利用する場合でも、JSON

データを解析するにあたっては、あらかじめ JSONデータの構造や数値の範囲を知っておく必要があります。 

冒頭で、「オブジェクトモデル API はストリーミング API に比べて、速度性能およびメモリ性能が若干

劣化します」と書きましたが、それぞれの特徴を表 10.1にまとめます。 

 

 JSONの生成 JSONデータの解析 

ストリーミング API データの使い回しができないが、直観

的なプログラミングで JSON データを

生成できる。 

プログラミング量が多いが、速度性能

とメモリ性能が良く、一度にすべての

JSONデータを取得する場合に利用する

と良い。 

オブジェクトモデル API 一 度 生 成 し た JsonArray と

JsonObject を使い回して、様々な

JSONデータを生成できる。プログラミ

ングは少し複雑になる。 

速度性能とメモリ性能が若干劣化する

が、少ないプログラミング量で JSONデ

ータを取得できる。 

表 10.1 ストリーミング APIとオブジェクトモデル APIの特徴 

商標について 

・Java、Java HotSpotは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国

における登録商標です。 

・その他の会社名および製品名は、それぞれの会社の登録商標もしくは商標です。 

 

－以上－ 

http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/JsonException.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/stream/JsonGenerationException.html
http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/json/stream/JsonParsingException.html

