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Java 8のストリームを使うと、SQLと同じことを直接行うことができます。それでも皆さんはSQLを使い続ける必要があるでしょうか。このこ
とを突き詰めて考えてみると、表1にまとめているように、Java 8ストリー
ムのメソッドとSQLコマンドとの間には密接な類似性があることがわかり
ます。

ストリームとSQL問合せは、ある程度似たような構文になっていま
す。いずれも宣言的な構造を持っており、結果をどのように計算するかを
定める状態命令ではなく、結果そのものを記述しているからです。SQL問
合せが結果の計算に必要な操作ではなく結果セットを記述しているのと
ちょうど同じように、Javaストリームは実際の計算の性質を指示せずに一
連の抽象関数の結果を記述しています。

オープンソース・プロジェクトであるSpeedmentは、この類似性を利
用して、SQLの代わりにJava 8のストリーム構文を使ったデータベース操
作を実現しています。オープン・ソース・データベース向けのSpeedmentは
GitHubで公開されており、ビジネスにも活用しやすいApache 2ライセンス
で利用できます（商用データベースの場合は、ライセンス料が必要です）。
ぜひお気軽にプロジェクト全体をクローンしてみてください。

Speedmentの概要
Speedmentを使うと、データベース・アプリケーション全体をPure Javaコ
ードで書くことができます。Speedmentは、ストリームの遅延評価を行い
ます。すなわち、要素が必要になったときにのみ、最小限のデータセット
だけが実際にデータベースからアプリケーションに取得されます。

次に示す例は、レーティングがPG-13（米国で「保護者の厳重な注
意」が必要になるもの）であるすべてのFilmエンティティを出力するため

のものです。それぞれの映画は、このコードではfilmsという名前になって
いる、SpeedmentのManager変数が指すデータベース表に格納されて
います。

PER MINBORG

Java 8のストリーム構文を使った
SQL無しのデータベース操作
Speedment 3.0を使ってデータベース・アプリケーションをJavaだけで開発する

SQLコマンド JAVA8のストリーム操作
FROM stream()

SELECT map()

WHERE filter() （COLLECTの前）

HAVING filter() （COLLECTの後）

JOIN flatMap()またはmap()

DISTINCT distinct()

UNION concat(s0, s1).distinct()

ORDER BY sorted()

OFFSET skip()

LIMIT limit()

GROUP BY collect(groupingBy())

COUNT count()

表1：SQLコマンドと、各コマンドに対応するJava 8ストリームのメソッド

https://github.com/speedment/speedment
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long count = films.stream()
    .filter(Film.RATING.equal("PG-13"))
    .count();

System.out.format(
    "There are %d films rated 'PG-13'", count
);

それでは早速、Speedmentの醍醐味に触れてゆきます。Speedmentは、
ストリームが開始される直前にストリーム・パイプラインのイントロスペク
ション（検査）を行い、現在のストリームが等価かつさらに効率的なスト
リームで置き換え可能であることを確認します。 

また、ロギングを有効にすると、実際に行われたSQL問合せを確認
できます。次の例をご覧ください。

SELECT COUNT(*) FROM 'sakila'.'film' WHERE
    ('rating' = 'PG-13' COLLATE utf8_bin)

実際のところ、このストリームは1つの映画を取得するものではあり
ません。指定された映画の数をデータベースに数えさせ、その数を直接
Javaアプリケーションに返しているだけです。上記のコードからは、次の
出力が得られます。

There are 223 films rated 'PG-13'

おわかりのように、Javaアプリケーション
にSQL 
コードは含まれていません（注：本記事の
例では、MySQLデータベースを使用しま
す。Oracle Database、PostgreSQLなどの
別のデータベースを使う場合、Speedment
によるストリームの解釈はデータベース固
有の構文に応じた別のSQL問合せになり
ます。この点は、Speedmentが自動的に処
理してくれます）。

動作の仕組み
Java 8のストリームを使ったことがある方であれば、先ほどの例や以降に
登場する例はすでにおなじみのものでしょう。Java 8のStreamはインタ
フェースであるため、ストリームの実装は多岐にわたります。Speedment
は独自のStream実装を備えており、データベース表とのシームレスな接
続や、行の遅延取得（ストリームの内容が実際に読み出されるまで取得
しない）が可能になっています。さらに、Speedmentはストリームの開始
前にパイプラインのイントロスペクションを行います。つまり、filter()や
sorted()などのストリーム操作は、ストリームのパイプラインからSQL
問合せに移されることになります（もう少し具体的に言えば、それぞれ
WHERE句とORDER BY句に移すことができます）。そして、SQLコードを記
述する必要性は完全になくなります。次は、この仕組みを使ったJavaデー
タベース・アプリケーションとはどのようなものかについて詳しく見てゆき
ます。

基本的な例
本記事の例では、sakilaというサンプルの映画データベースを使用しま
す。このデータベースはMySQLチームが作成したもので、10年ほど前から
利用できるようになっています。このサンプル・データベースはオープンソ
ースで、Oracleから直接入手できます。

Speedmentには、既存のデータベースに接続してスキーマのメタ
データを抽出し、Javaコードを生成するツールが含まれています。この
コード・ジェネレータは、選択したデータベース表に対応するオブジェ
クトを生成します。その結果として、film表からJavaエンティティ・イン
タフェースFilmが生成されます。このインタフェースには、すべての列
に対応するgetterおよびsetterが含まれています。それぞれの表につい
て、対応するManagerも生成されます。したがって、film表に対しては
FilmManagerが生成されます。Managerは、ストリームの作成などの、
表に関連した操作を行う際に使用します。

ストリームの作成
すべてのFilmエンティティを出力するアプリケーションを書くことを考え
てみます。Speedmentでは、次のように記述します。
films.stream()
    .forEach(System.out::println);

Speedmentに
は、既存のデー
タベースに接続
してスキーマの
メタデータを抽
出し、Javaコード
を生成するツー
ルが含まれてい
ます。

https://dev.mysql.com/doc/index-other.html
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最初の行では、FilmManager型の変数filmsを使ってSpeedmentのスト
リームを作成しています。Manager変数の取得方法は、後ほど説明しま
す。2行目では、ストリームを読み出してすべての要素をSystem.outに渡
しています。このコードの出力の一部（一部の列と、最初の3つの映画の
み）を次に示します。

filmId = 1, title = ACADEMY DINOSAUR, rating = PG
filmId = 2, title = ACE GOLDFINGER, rating = G
filmId = 3, title = ADAPTATION HOLES, rating = NC-17

サンプル・データベースには1,000の映画があり、表には13の列がありま
す。

最適化についての理解
イントロスペクション時には、ストリームのfilter()操作だけが最適化され
るわけではありません。次のストリームの例について考えてみます。

long count = films.stream()
    .filter(Film.RATING.equal("PG-13"))
    .filter(Film.LENGTH.greaterThan(75))
    .map(Film::getTitle)
    .sorted()
    .count();

System.out.format("Found %d films", count);

このコードは、レーティングがPG-13で長さが75分を超える映画だけを表
示するストリームを作成します。また、フィルタリング後には、Film要素を
文字列要素にマッピングしています。このマッピングは、Film::getTitleメ
ソッド参照でそれぞれの映画のタイトルを抽出することによって実現して
います。この手順の後に、文字列要素のストリームがソートされ（先ほど
抽出したタイトルに基づいた自然順序でソートされます）、最終的に、ソー
トされたすべての文字列の数を数えています。

Speedmentは、ストリームのイントロスペクションを行う際
に、map()操作もsorted()操作も最終的なcount()の結果に影響を与え

ないことを確認します。これらの操作で、ス
トリームの要素の数が変わることはないか
らです。map()操作では要素の型のみが変
更され、sorted()操作では要素のストリー
ム内での順序のみが変更されます。そのた
め、最終的にストリームは削減され、次の
SQL問合せとして解釈されます。

SELECT COUNT(*) FROM 'sakila'.'film' 
WHERE 
('rating' = 'PG-13' COLLATE utf8_bin) 
AND ('length'>75)

上記のコードからは、次の出力が得られま
す。

Found 181 films

Speedmentが指定されたストリームを最適化できるように、匿名のラム
ダ式ではなく、フィールドから生成される条件を使用します。つまり、次の
表現を使用します。

filter(Film.LENGTH.greaterThan(75))

一方、次のコードは、最適化に適していません。

filter(f -> f.getLength() > 75) 

映画の分類
次に、すべての映画をratingに基づいて分類し、各グループをすべてJava
のマップに格納することを考えてみます。これは、Speedmentストリーム
に適用される標準のJava 8のセマンティックスを使用して実現できます。

Map<String, List<Film>> map = films.stream()
   .collect(
      Collectors.groupingBy(

他のオブジェ
クト・リレーシ
ョナル・マッ
ピングと同様
に、Speedment
でもエンティテ
ィの作成、更
新、削除が可能
です。
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         // 次の分類関数を適用
         f -> f.getRating().orElse("none")
      )
   );

map.forEach((k, v) -> 
   System.out.format(
      "Rating %-5s maps to %d films %n", 
      k, v.size()
   )
);

サンプル・データベースのrating列はNULLABLEで定義されているた
め、この列に対応してSpeedmentが生成するgetRating()メソッドは、
単なる文字列ではなく、Optional<String>を返すようになっていま
す。これにより、アプリケーションで予期せずにnullポインタ例外が発生
することを回避できます。そのため、映画のレーティングがない場合（
データベースでレーティングがNULLの場合）、getRating()メソッドは
Optional.empty()を返します。分類関数のデフォルトは、noneとしてい
ます。

上記のコードからは、次のような出力が得られます。

Rating PG-13 maps to 223 films 
Rating R     maps to 195 films 
Rating NC-17 maps to 210 films 
Rating G     maps to 178 films 
Rating PG    maps to 194 films

この出力は、レーティングがPG-13の映画は223本という、先ほどの例と一
致しています。

1対多リレーション
サンプル・データベースのfilm表とlanguage表に
は、film.language_idからlanguage.language.idへの外部キーによ
るリレーションが存在します。言語が英語であるすべての映画を出力する
タスクは、たとえば次のようにして実現できます。

languages.stream()
   .filter(Language.NAME.equal("English"))
   .flatMap(films.finderBackwardsBy(
        Film.LANGUAGE_ID))
   .forEach(System.out::println);

これは、次のような仕組みで動作しています。まず、言語が英語
である映画を抽出します。次に、表と表の間に存在する実際の
リレーションを指定して、flatMap()操作を適用します。この操
作には、Languageを、その言語と一致する映画のみを含む
Stream<Film>にマッピングするFunctionを渡します。つまり、下から2
行目によって、Stream<Language>がStream<Film>になります。同
じ言語に複数の映画が結び付いているため、このリレーションは一般的
に1対多リレーションと呼ばれるものになります。Speedmentは外部キー
を持つ列を認識でき、finderBackwardsBy()メソッドには外部キーを持
つ列のみを渡すことができます。これによって、コンパイル時におけるリレ
ーションの完全な整合性が保証されます。

ストリームによるCRUD操作
他のオブジェクト・リレーショナル・マッピング（ORM）と同様
に、Speedmentでもエンティティの作成、更新、削除が可能です。次の例
で示すように、これらの操作はJava 8ストリームに組み込むことができま
す。ここでは、名前が「Deutsch」となっているすべての言語エンティティを
「German」に変更します。

languages.stream()
    .filter(Language.NAME.equal("Deutsch"))
    .map(Language.NAME.setTo("German"))
    .forEach(languages.updater());
最初に、変更対象となる言語を抽出します。次に、map()操作をストリー
ムに追加します。この操作は、Languageエンティティを受け取って（おそ
らく新しい）Languageエンティティを返すものです。この操作を適用す
ると、「name」フィールドが「German」に変更されます。最後の行では、
ストリーム内の各言語について、言語を更新するupdater()を呼び出して
います。名前からもわかるように、言語のupdater()はデータベース内で
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そのLanguageに対応する行を探して更
新します。

なお、Speedmentはストリームを最
適化し、フィルタに該当する要素のみを
取得する点に注意してください。

Speedmentの使用方法
Speedmentは、Maven Central 
Repositoryで公開されています。プロジ
ェクトでSpeedmentを有効にするために
は、pom.xmlファイルに次の座標を追加
します。

<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>com.speedment</groupId>
      <artifactId>speedment-maven-plugin</artifactId>
      <version>${speedment.version}</version>
    </plugin>
  </plugins>
</build>

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.speedment</groupId>
    <artifactId>runtime</artifactId>
    <version>${speedment.version}</version>
    <type>pom</type>
  </dependency>
</dependencies>

Speedment Mavenプラグインは、プロジェクトにコード生成機能を追加
するものです。このプラグインには、Mavenビルドを自動化できるその他
の3つのターゲットも含まれます。

利用可能な最新リリースを必ず使用してください。そし

て、<dependencies>タグに使用しているデータベース・タイプのJDBC
へのランタイム依存性を追加します（これは、データベース・アプリケーシ
ョンを開発する場合と同様です）。アプリケーションは、JDK 8u40以降
で実行する必要があります。Speedmentは完全に自己完結型のランタ
イムであるため、外部への推移的依存性はありません。これが重要なの
は、他のライブラリとバージョンが競合する可能性を排除することがで
き、常に潜んでいる「JAR地獄」を回避できるからです。さらに、すべての
Speedmentランタイム・モジュールを単一の複合JARファイルにパッケー
ジ化する「deploy」バリアントも利用できます。 

Speedmentの初期化
コードが生成される際は、各表に対応する 
エンティティとマネージャが生成されます。同時に、Applicationと
ApplicationBuilderも生成されます。これらのクラスは、アプリケーショ
ン内でのSpeedmentのライフサイクル管理に使用できます。次に示すの
は、Speedmentアプリケーションを作成、使用、停止する方法の典型的な
例です。

SakilaApplication app = 
  new SakilaApplicationBuilder()
    .withPassword("sakila-password")
    .withLogging(LogType.STREAM)
    .build(); 

LanguageManager languages =
    app.getOrThrow(LanguageManager.class);

languages.stream()
    .forEachOrdered(System.out::println);

app.stop();

SakilaApplicationBuilderは、さまざまな構成パラメータを指定する
際に使用できる設定クラスです。上記の例では、データベース接続の際
に使用するパスワードを設定しています。また、すべてのストリームのロ
ギングを有効に設定しているため、ストリームから変換されたSQLがロ

Spring Bootや
Java EEなどを使
うと、簡単にWeb
アプリケーション
やRESTエンドポ
イントを書くこと
ができます。
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グに出力されます。build()メソッドを呼び出すと、構成が固定されて（
つまり、不変の設定オブジェクトが作成されます）Speedmentアプリケ
ーションが起動し、使用準備が完了します。次に、アプリケーションから
LanguageManagerを取得し、そのマネージャを使ってlanguage表から
ストリームを作成します。その後、すべての言語が含まれるストリームを作
成してエンティティを出力し、Speedmentアプリケーションを停止させて
います。その際に、保持されているすべてのリソース（接続プールのデータ
ベース接続など）が解放されます。
Applicationインスタンスは、アプリケーションで一度だけ作成

し、アプリケーションが終了するまで実行させておいてください。この
Applicationインスタンスは、ビジネス・ロジックに渡すか、Spring Boot
やJava EEなどを使ってクラスにインジェクションします。 

Spring Bootへの組み込み
SpeedmentをSpring Bootに組み込むのは簡単です。次に示すの
は、Spring用のSpeedment構成ファイルの例です。

@Configuration
public class AppConfig {
    private @Value("${dbms.username}") String username;
    private @Value("${dbms.password}") String password;
    private @Value("${dbms.schema}") String schema;

    @Bean
    public SakilaApplication getSakilaApplication() {
        return new SakilaApplicationBuilder()
            .withUsername(username)
            .withPassword(password)
            .withSchema(schema)
            .build();
    }

    // 個々のマネージャ
    @Bean
    public FilmManager getFilmManager(
         SakilaApplication app

    ) {
        return app.getOrThrow(FilmManager.class);
    }
}

Springのモデル・ビュー・コントローラでManagerを使う必要がある場
合は、次のようにして単純に自動インジェクションを行うことができま
す。

private @Autowired FilmManager films;

RESTエンドポイントの提供
Spring BootやJava EEなどを使うと、簡単にWebアプリケーションやREST
エンドポイントを書くことができます。次に示すのは、Filmエンティティの
ストリームを返すserveFilms(String rating, int page)メソッドの記述
例です。ratingによって、指定されたレーティングの映画のみがストリーム
に含まれるように制御しており、この値がnullの場合は、すべての映画が
返されます。さらに、pageパラメータで、ユーザーのWeb画面に何ページ
を表示するかを指定しています。最初のページの値は0で、次のページの
値は1となり、3ページ以降に続きます。また、すべての映画を長さ順にソー
トします。次のコードは、以上で説明した
ことを行っています。

private static final int PAGE_SIZE = 
50;

private Stream<Film> serveFilms(
    String rating, int page)
{

  Stream<Film> stream = films.
stream();

  if (rating != null) {
    stream =
      stream.filter(Film.RATING.

オープンソース
のSpeedment
は、Java開発者
の作業負荷を減
らすものであり、
おなじみのAPIを
使ってデータベー
ス問合せをPure 
Javaで表現できる
ようにします。
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equal(rating));
  }

  return stream
    .sorted(Film.LENGTH.comparator())
    .skip(page * PAGE_SIZE)
    .limit(PAGE_SIZE);
}

このコードには、動的にソート順を変えるパラメータや、カスタムのペー
ジ・サイズを指定するパラメータを利用して容易に機能拡張することがで
きます。

パフォーマンスと今後の予定
Speedmentは、内部的にResultSetをStreamに変換しています。カスタ
ムJDBCコードからResultSetを読み出して各行をエンティティに変換する
場合と比べた変換オーバーヘッドは、あらゆる実際的な側面を考慮しても
無視できる程度です。

さらに、Speedmentは並列ストリームをサポートしてい
るため、データベースへの問合せ結果を並列に処理すること
や、CommonForkJoinPoolなどの任意のスレッド・プールを使って作業
を分割することも可能です。 

SpeedmentランタイムはJava 9でデプロイできます。その場
合、Stream::takeWhileやStream::dropWhileなどの新しいメソッドが
追加された、Java 9のStream APIを使用できます。

現在のSpeedmentは、表の遅延結合をサポートしていますが、先行
して表を結合できるセマンティック結合の導入が検討されています。この
機能を使うと、さまざまな種類の結合の表現が簡単になり、大規模な結
合を行う際のパフォーマンスも改善されます。 

オープンソース・データベース用のSpeedmentはオープンソースで
す。 
現在サポートされているのは、MySQL、PostgreSQL、MariaDBです。商用
の実装であるSpeedment Enterpriseは、 
Oracle Database、Microsoft SQL Server、IBM DB2およびDB2/400をサポ
ートしています。その他の種類のデータベースをサポートすることも計画
中です。

まとめ
オープンソースのSpeedmentは、Java開発者の作業負荷を減ら
すものであり、多くのライブラリと相互運用可能なおなじみの
API（java.util.Streamなど）を使いつつ、 
データベース問合せをPure Javaで表現できるようにします。また、イント
ロスペクションを使って、Java 8ストリーム・パイプラインをSQLに変換し、
アプリケーションで関連する要素が必要となったときにのみその要素を
遅延取得できます。 

Per Minborg（@PMinborg）：カリフォルニア州パロアル
トを拠点とする発明家、開発者、JavaOneのOBであり、
『Modern Java』の共著者。20年のJavaコーディング経
験があり、Minborg’s Java Potというブログを運営してい
る。オープン・ソース・プロジェクトにも頻繁に貢献してい
る。

本記事のサンプルのコード
SpeedmentのJavadoc

learn more

https://github.com/speedment/oracle-java-magazine-examples
http://www.javadoc.io/doc/com.speedment/runtime-deploy

