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[ 編集注：このセクションを拡充してさらに役立つものとするために、た
くさんの認定試験を作成しているSimon Roberts 氏に問題と解答を作成
していただきました。以前のコラムの内容とは異なり、正解の理由につ
いて詳しく掘り下げた解説をしていただきます。この新しい形式を気に
入っていただけると幸いです。ご意見、ご感想をお待ちしています ]

今回の問題は、1Z0-809 Programmer II試験と同等の難易度を想定
しています。出題には、少なくとも2 つの目的があります。1 点目

は、多くの読者に新しいことを知っていただき、Java 言語の微妙な側面
を明確にしていただくことです。2 点目は、言うまでもなく、試験問題の
全体像や難易度、解答方法などについて理解していただくことです。

設問 1次のコードについて：
public class Outer {
  private int x = 99;

  private class Inner {
    private int x = 100;

    public void show() { 
      System.out.println(x); } // line n1
    public void showO() { 
      System.out.println(Outer.this.x); } // line n2
  }

  public void show(Inner i) { 
      System.out.println(i.x); } // line n3
  public void show() { 
      System.out.println(x); } // line n4
    
  public static void main(String [] args) {

クイズに挑戦
Java認定試験の作者による出題

    Outer o = new Outer();
    Inner i = o.new Inner(); // line n5
    o.show(); o.show(i);
    i.show(); i.showO();
  }
}

次のそれぞれについて、正しいものはどれですか。2 つ選んでください。
a. line n2 の式 Outer.this.x の値は 99 である。
b. line n2 の Outer.this.x は、Innerクラスが Outer の x にアクセスでき

ないため、失敗する 。
c. line n2 の式 Outer.this.x は構文エラーであり、super.xと読み替える

べきである。
d. line n3 の式 i.x の値は 100 である。
e. line n3 での i.x へのアクセスは、Outerクラスから Inner の x にアク

セスできないため、失敗する。

設問 2次のインタフェースについて：
public interface Clothing {
    int getSize();
    String getColor();
}

次のクラスを Clothingアイテムのジェネリック型コンテナとして使用するに
は、どのような変更が必要ですか。
public class Pair {      // line n1
  private E left, right; // line n2
    
  public Pair(E left, E right) {
    this.left = left;
    this.right = right;
  }
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  public boolean isMatched() {
    return left != null && right != null
      && left.getSize() == right.getSize()
      && left.getColor().equals(right.getColor());
  }
}

a. 型 E を Object に変更する。
b. line n1 を次のように変更する。

public class Pair<? extends Clothing> {
c. line n1 を次のように変更する。

public class Pair<E super Clothing> {
d. line n1 を次のように変更する。

public class Pair<E extends Clothing> {
e. line n2 の変数宣言を次のように変更する。

private Clothing left, right; 

設問 3次のラムダ式で、ジェネリック引数が適切に定義されているとし
ます。
s->s.length()

length()メソッドが intを返す場合、このラムダ式はどの標準関数インタ
フェースに割り当てることができますか。2 つ選んでください。
a. Function
b. IntFunction
c. IntSupplier
d. ToIntFunction
e. UnaryOperator

設問 1正解は選択肢 AとD です。この問題は、private のアクセス可否
の意味がテーマとなっています。privateの意味を言葉にすると、「private
なものは、同じクラスの中からだけアクセスできる」というような表現に
なることがよくあります。ただし、厳密に言えばこれは正しくなく、この
問題はその点に着目しています。

実際は、private な要素はトップレベルの波括弧で囲まれた中であれ
ば、どこからでも参照できます。単純なケースであれば、この 2 つの表
現は同じ意味になることがあります。しかし、ネスト・クラス（インナー・
クラス）が存在する場合は、内部クラスと外部クラスの private 要素は
どちらも両方のクラスから参照できます。『Java 言語仕様』のセクション
6.6.1 には、「privateと宣言されると、その宣言を囲んでいるトップ・レ
ベルのクラスの本体内に現れる場合に限りアクセスが許可される」と記
載されています。

Outer.this.xという構文は、明示的に外側のインスタンスのフィールド
x にアクセスする際の正しい記述です。もちろん、今回のように、内部
クラスと外部クラスの両方で xという同じ名前を使用するのはお勧めで
きないスタイルです。変数が両方ともxという名前でなければ、変数名
が衝突することはないため、曖昧さを回避する構文を使用する必要はな
くなります。ただし、この試験は、誰もが知っていることを知っているか
どうかをテストするものではなく、平均よりも優れていることを証明する
ためのものです。また、時間の経過とともに場当たり的な対応が繰り返
されてきた古いコードをメンテナンスする場合などには、この構文がと
きどき現れることもあります。セクション 15.8.4 には、この形式について
の説明があります。

以上の内容を踏まえると、選択肢 AとD が正解であることがわかりま
す。選択肢 BとE は、本質的に privateフィールドは自身を定義するク
ラスの中だけでアクセスできると言っているため、誤りです。

選択肢 C に記載されている構文も不適切です。通常、super.xという
形式は有効ですが、これは外側のクラスではなく、親クラスの変数 x に
明示的にアクセスすることを示します（セクション 15.11.2）。以上の内容
を踏まえると、選択肢 C も誤りであることがわかります。

したがって、選択肢 AとD が正解となります。

解答

http://oracle.com/javamagazine
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-6.html#jls-6.6.1
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-6.html#jls-6.6.1
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-15.html#jls-15.8.4
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-15.html#jls-15.11.2


ORACLE.COM/JAVAMAGAZINE  ///////////////////// JANUARY/FEBRUARY 2016

60

//fix this / 

設問 2正解は選択肢 D です。現状の Pairクラスには、2 つの問題があ
ります。最初の問題は、ジェネリック型の変数 E が宣言されていないこ
とです。少なくとも、line n1 を次のように変更してクラス宣言を行う必
要があります。

public class Pair<E> {

しかし、この変更だけでは、基盤となる型 E は Objectと見なされま
す。つまり、この Pair に格納することができる型には何の制限もないこ
とになります。ただ、leftと right が同じ型の要素であればよいだけです。
そのため、isMatchedメソッドで行っているgetSizeメソッドとgetColor
メソッドの呼び出しは失敗します。

このクラスを正常に動作させるためには、そのクラスの使用法にか
かわらず、E が Clothing インタフェースを実装していることが必要です。
それによって変数 leftとrightの基本型がClothingとなり、getSizeメソッ
ドとgetColorメソッドの呼び出しが正しくコンパイルされるようになりま
す。

これを実現するためのクラス宣言の構文を示しているのが選択肢 D で
す（この構文は、『Java 言語使用』のセクション 8.1.2 で正式に規定さ
れています）。

セクション 8.1.2 には、この種類の型のバインドには super ではなく
extends で宣言することも明示されています。山括弧内で super を使用
する構文は下限境界ワイルドカードに関するもので、ここでは関係あり
ません。したがって、選択肢 C は誤りです。

選択肢 B も、この状況下では正しくない構文を使用しようとしていま
す。こちらの構文の方が、境界付きワイルドカードの構文に近いもので
す。line n1 ではジェネリック型の変数を宣言しなければならないので、
Eという名前で宣言を行う必要があります。<?...>という形式は境界付き
ワイルドカードで使用するもので、ここでは使用できません。したがって、
選択肢 B も誤りです。

選択肢 A が誤りである理由は 2 つあります。まず、Pair クラスが
ジェネリックであるという要件を満たしません。さらに重大な理由は、
isMatchedメソッドでの getSizeメソッドとgetColorメソッドの呼び出し
が失敗するため、クラスのコンパイルができないことです。

選択肢 E もコンパイルに失敗します。変数を Clothing 型にしてこのク
ラスを非ジェネリック形式にすることは可能ですが、コードをコンパイル

できるようにするには、コンストラクタ引数もClothing にする必要があ
ります。選択肢 E では、追加で変更する必要があるこの点には触れられ
ていないため、この選択肢を選んではいけません。さらに、もしこの変
更を行った場合でも、クラスはジェネリック型にならないため、問題で
要求されている条件は満たしません。

設問 3正解は選択肢 AとD です。ラムダ式を使用すると、「クラス定義
の一部」となるものをコンパイラに与え、コンテキストに応じてその隙
間を埋めてもらうことができます。コンテキストのないラムダ式が与えら
れた場合、さまざまな観点からラムダ式を考察すれば、いろいろな隙間
の埋め方があることがわかります。

この例では、length 式の型から、ラムダ式の戻り値の型は int である
ことがわかっています。つまり、ここで生成されるものの戻り値は int か
Integer（この場合は、オートボクシングが行われます）である必要があ
ります。

選択肢にあげられている関数インタフェースは、いずれもこの要件を
満足します。そのため、もう一歩先に進んで、ラムダ式の引数の型につ
いてわかっていることを吟味する必要があります。

わかっていることの 1 つは、sという名前の単一の引数があることです。
つまり、IntSupplier はこのラムダ式と互換性がないことになります。す
べての Supplier インタフェースと同様に、IntSupplier は引数を取ること
はできません。そのため、選択肢 C は除外できます。

また、引数の型は何らかのオブジェクトであり、プリミティブではない
こともわかっています。これは、引数sに対して正体不明のlength()メソッ
ドを呼び出していることからわかります（この引数は String であると思っ
てしまいがちですが、それを知ることはできず、知る必要もありません）。
この点を考慮して残りの選択肢を吟味してみましょう。ここで、引数 s の
型が仮のインタフェース HasLength で定義されるものとします。

関数の引数と戻り値の型は別々に定義できるので、このラムダ式には
Function<HasLength, Integer> が当てはまります。そのため、選択肢
A は正解です。

IntFunction の引数の型は、intプリミティブであるため、選択肢 B は
除外できます。

選択肢 C はすでに除外されているので、無視します。
ToIntFunction はジェネリック型の引数を 1 つ取り、プリミティブ int

を戻します。そのため ToIntFunction<HasLength> もラムダ式に当ては
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まります。これは戻り値のオートボクシングを避けることができるため、
ある意味で「最適」な選択肢であることを覚えておくとよいでしょう。も
ちろん、この問題ではそこまでの価値評価を行う必要はありません。い
ずれにしても、選択肢 D は明らかに正解です。

UnaryOperator では、引数と戻り値の型が同じである必要があり
ます。戻り値が int であることはわかっているため、このラムダ式に
UnaryOperator を当てはめるには、UnaryOperator<Integer>とする必
要があります。これは、Integer オブジェクトに length() メソッドがあれ
ば動作します。もちろん、これは該当しないので、選択肢 E も誤りです。
</article>

Simon Roberts：Sun Microsystems がイギリスで初めて Java の研修
を行う少し前に Sun に入社し、Sun 認定 JavaプログラマーとSun 認定
Java開発者の試験の作成に携わる。何冊かのJava認定ガイドを執筆し、
現在はフリーランスでシリコン・バレーや世界中のたくさんの大企業の
研修を行う。OracleのJava認定プロジェクトにも継続的に関わっている。 
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