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リアクティブ・プログラミングと聞くと、第一印象としては、新しく登場したプログラミング・パラダイムのように

思われるかもしれません。しかし実際は、イベントドリブンなアプローチで非同期データ・ストリームを扱う

方法を提供するプログラミング技法を指しています。リアクティブ・システムは、途切れなく流れてくるデータに基づ

き、一連のイベントを実行して、そのデータに反応します。 

リアクティブ・プログラミングは、オブザーバ・デザイン・パターンに従っています。このパターンは、「あるオブ

ジェクトの状態が変化したとき、他のオブジェクトは、その変化に関する通知を受け取り、変化の内容に応じて更

新される」と定義できます。したがって、オブザーバが変化に関するイベントをポーリングするのではなく、オブザー

バがイベントを処理できるように、イベントが非同期式にプッシュされます。今回の例では、イベントが発行された

ときに実行される関数がオブザーバに、先ほど述べたデータ・ストリームが、監視される実際のオブジェクトになり

ます。

このプログラミング・アプローチは、ほぼすべての言語やフレームワークのエコシステムで採用されており、最

新リリースのJavaもそれに足並みをそろえています。本記事では、Java EE 8に含まれる最新バージョンのJAX-RSと、

その内部で動作しているJava 8機能を使って、リアクティブ・プログラミングを実現する方法を説明します。

リアクティブ宣言
リアクティブ宣言には、アプリケーションがより柔軟、疎結合、スケーラブル、すなわちリアクティブであるために必

要な4つの基本的側面について記されています。宣言によると、アプリケーションは、即応性（レスポンシブ）、弾力

性（エラスティック、すなわち、スケーラブル）、耐障害性（レジリエンス）があり、そしてメッセージ駆動（メッセージ

ドリブン）であるべきです。 

その根本的な目的は、真にレスポンシブなアプリケーションの実現です。たとえば、ユーザーからのリクエスト

を処理する際に、ある1つの大きなスレッドが欠かせないアプリケーションがあるとします。このスレッドは通常、作
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業後にリクエストの発行元にレスポンスを送り返します。アプ

リケーションの通常の処理能力を超えたリクエストが届くと、

このスレッドがボトルネックになり始め、アプリケーションそ

のものが以前のようには応答できなくなります。これをレスポ

ンシブにするためには、スケーラブルでレジリエントなアプリ

ケーションにする必要があります。レスポンシブなアプリケー

ションの実現には、スケーラビリティとレジリエンスの両方が

必要だからです。自動リカバリや自己回復といった機能を備えている場合、そのアプリケーションはレジリエントで

す。ほとんどの開発者の経験則によれば、スケーラブル、レジリエントかつレスポンシブなアプリケーションを実現

できるのは、メッセージドリブン型アーキテクチャのみです。

リアクティブ・プログラミングは、Java 8とJava EE 8のリリースの一部に織り込まれ始めています。Java言語

では、CompletionStageといった考え方や、その実装であるCompletableFutureが導入されました。Java EEで
も、JAX-RSのReactive Client APIなどの仕様でこれらの機能が使用され始めています。

JAX-RS 2.1 Reactive Client API
それでは、Java EE 8アプリケーションでどのようにリアクティブ・プログラミングを使うことができるかについて見て

いきます。本記事の内容を理解するためには、Java EE APIについての基本的な知識が必要です。 

JAX-RS 2.1では、リアクティブ・プログラミングに対応したRESTクライアントを作成する新しい方法が導入され

ました。JAX-RSが提供するデフォルトの呼出しの実装は、同期的です。つまり、作成されるクライアントがサーバー

のエンドポイントに対してブロッキング・コールを行います。この実装の例をListing 1に示します。

リスト1：
Response response = 
    ClientBuilder.newClient()
                 .target("http://localhost:8080/service-url")
                 .request()
                 .get();

バージョン2.0時点でのJAX-RSは、クライアントAPIからasync()メソッドを呼び出すだけで、非同期な呼出しができ

リアクティブな実装は一見複雑
に見えるかもしれませんが、詳し
く見てみれば、かなり単純であ
ることがわかるでしょう。
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るようになっています。Listing 2をご覧ください。

リスト2：
Future<Response> response = 
    ClientBuilder.newClient()
                 .target("http://localhost:8080/service-url")
                 .request()
                 .async()
                 .get();

クライアントで非同期な呼出しを行うと、javax.ws.rs 
.core.Response型のFutureのインスタンスが返されます。その後は、future.get()を呼び出してレスポンスをポー
リングするか、HTTPレスポンスが利用できるようになったときに呼び出されるコールバックを登録するか、いずれ

かを行うことになります。この2つのアプローチによる実装は、両方とも非同期プログラミングに適した手法です

が、コールバックをネストさせたくなったり、非同期実行フローに条件を加えたくなったりすると、通常は複雑さが

増していきます。

JAX-RS 2.1では、こういった問題をリアクティブな形で解決する方法が提供されています。それが、新しい

JAX-RS Reactive Client APIによるクライアントの作成です。これはとてもシンプルで、クライアントを作成する際に

rx()メソッドを呼び出すだけで済みます。Listing 3のrx()メソッドは、クライアントのランタイムに存在するリアク
ティブな呼出しを行うオブジェクトを返します。クライアントは、CompletionStage型のレスポンスを返します。こ
のシンプルな呼出しによって、呼出しを同期から非同期に切り替えることができます。

リスト3：
CompletionStage<Response> response = 
    ClientBuilder.newClient()
                 .target("http://localhost:8080/service-url")
                 .request()
                 .rx()
                 .get();
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CompletionStage<T>は、Java 8で導入された新しいインタフェースで、名前にあるように、より大きな別の計算
処理において1つのステージとなり得る計算処理を表します。これは、Java 8でJAX-RSに追加された機能の中で唯

一のリアクティブな部分です。

レスポンスのインスタンスを取得したら、thenAcceptAsync()を呼び出すことができます。レスポンスが利用
できるようになったときに非同期式に実行されるコード・スニペットの例をリスト4に示します。

リスト4：
response.thenAcceptAsync(res -> {
    Temperature t = res.readEntity(Temperature.class);
    // tを使った処理
});

RESTエンドポイントにリアクティブの長所を追加
リアクティブなアプローチは、JAX-RSのクライアント側だけにとどまるものではなく、サーバー側でも活用できま

す。それを示すために、単純な例を考えてみます。まず、あるエンドポイントに場所のリストを問い合わせます。そし

て、それぞれの場所について、別のエンドポイントを呼び出して場所データを渡し、その場所の気温の値（予報）を

取得します。Figure 1に、エンドポイント間のインタラクションを示します。
最初にドメイン・モデルをシンプルに定義し、次にそれぞれのドメイン・モデルに対応するサービスを定義し

ます。Listing 5は、予報を示すForecastクラスを定義しています。このクラスは、気温を示すTemperatureクラス
と、場所を示すLocationクラスをラップしています。

リスト5：

図1：エンドポイント間のインタラクション

Forecast
Service

Location
Service

Temperature
Service
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public class Temperature {

    private Double temperature;
    private String scale;

    // getterとsetter
}

public class Location {

    String name;

    public Location() {}

    public Location(String name) {
        this.name = name;
    }

    // getterとsetter
}

public class Forecast {

    private Location location;
    private Temperature temperature;

    public Forecast(Location location) {
        this.location = location;
    }

public Forecast setTemperature(
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                final Temperature temperature) {
        this.temperature = temperature;
        return this;
    }
    
    // getter
}

この予報のリストをラップするために、Listing 6のServiceResponseクラスを実装します。

リスト6：
public class ServiceResponse {

    private long processingTime;
    private List<Forecast> forecasts = new ArrayList<>();

    public void setProcessingTime(long processingTime) {
        this.processingTime = processingTime;
    }

    public ServiceResponse forecasts(
               List<Forecast> forecasts) {
        this.forecasts = forecasts;
        return this;
    }
    
    // getter
}

Listing 7に示すLocationResourceでは、パス/locationで返される場所（サンプルとして使用する3都市）を定義
しています。
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リスト7：
@Path("/location")
public class LocationResource {

    @GET
    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
    public Response getLocations() {

        List<Location> locations = new ArrayList<>();
        locations.add(new Location("London"));
        locations.add(new Location("Istanbul"));
        locations.add(new Location("Prague"));

        return Response.ok(
            new GenericEntity<List<Location>>(locations){})
            .build();
    }
}

Listing 8に示すTemperatureResourceでは、指定された場所に対応する気温の値（30～50の範囲でランダム
に生成）を返します。この実装では、センサーの読取りをシミュレートするために、500ミリ秒の遅延を発生させて

います。

リスト8：
@Path("/temperature")
public class TemperatureResource {

    @GET
    @Path("/{city}")
    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
    public Response getAverageTemperature(
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           @PathParam("city") String cityName) {

        Temperature temperature = new Temperature();
        temperature.setTemperature(
            (double) (new Random().nextInt(20)+30));
        temperature.setScale("Celsius");

        try {
            Thread.sleep(500);
        } catch (InterruptedException ignored) {}

        return Response.ok(temperature).build();
    }
}

まず、同期型のForecastResourceの実装を示します（Listing 9参照）。最初に、すべての場所をフェッチします。次
に、それぞれの場所について気温サービスを呼び出し、気温の値（摂氏）を取得します。

リスト9：
@Path("/forecast")
public class ForecastResource {

    @Uri("location")
    private WebTarget locationTarget;

    @Uri("temperature/{city}")
    private WebTarget temperatureTarget;

    @GET
    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
    public Response getLocationsWithTemperature() {
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        long startTime = System.currentTimeMillis();
        ServiceResponse response = new ServiceResponse();

        List<Location> locations = locationTarget.request()
                .get(new GenericType<List<Location>>() {});

        locations.forEach(location -> {
            Temperature temperature = temperatureTarget
                .resolveTemplate("city", location.getName())
                .request()
                .get(Temperature.class);

            response.getForecasts().add(
                new Forecast(location)
                    .setTemperature(temperature));
        });
        long endTime = System.currentTimeMillis();
        response.setProcessingTime(endTime - startTime);

        return Response.ok(response).build();
    }
}

/forecastとして予報エンドポイントをリクエストすると、Listing 10のような出力が得られるはずです。リクエスト
の処理時間が1,533ミリ秒である点に注目してください。同期的に3箇所の気温の値をリクエストすれば、合計1,500

ミリ秒が必要になるため、これは当然の結果です。

リスト10：
{
   "forecasts": [
      {
         "location": {
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            "name":"London"
         },
         "temperature": {
            "scale":"Celsius",
            "temperature":33
         }
      },
      {
         "location": {
            "name":"Istanbul"
         },
         "temperature": {
            "scale":"Celsius",
            "temperature":38
         }
      },
      {
         "location": {
            "name":"Prague"
         },
         "temperature": {
            "scale":"Celsius",
            "temperature":46
         }
      }
   ],
   "processingTime":1533
}

ここまでは、何の問題もないでしょう。いよいよ、サーバー側でリアクティブ・プログラミングを導入してみます。すべ

ての場所を取得した後、それぞれの場所についての呼出しを並列に行うことができるようになります。これにより、
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先ほどの同期的なフローを確実に改善できます。Listing 11では、リアクティブな予報サービスを定義することで
それを実現しています。

リスト11：
@Path("/reactiveForecast")
public class ForecastReactiveResource {
 
    @Uri("location")
    private WebTarget locationTarget;
 
    @Uri("temperature/{city}")
    private WebTarget temperatureTarget;
 
    @GET
    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
    public void getLocationsWithTemperature(
          @Suspended final AsyncResponse async) {
 
        long startTime = System.currentTimeMillis();
 
        // 場所を取得するステージを作成する。
        CompletionStage<List<Location>> locationCS =
            locationTarget.request()
                .rx()
                .get(new GenericType<List<Location>>() {});
 
        // 先ほどの場所ステージに別のステージを作成し、
        // 予報リストを1つの大きなCompletionStageの形で
        // 収集できるようにする。
        final CompletionStage<List<Forecast>> forecastCS =
        locationCS.thenCompose(locations -> {
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           // 予報をCompletionStageのリストとして
           // 取得するステージを作成する。
           List<CompletionStage<Forecast>> forecastList =

              // 場所のストリームを作成し、それぞれの 
              // 場所について処理を行う。
              locations.stream().map(location -> {
 
                 // 名前で指定された1つの都市
                 // について、気温の値をフェッチする 
                 // ステージを作成する。
                 final CompletionStage<Temperature> tempCS =
                     temperatureTarget
                     .resolveTemplate("city",
                                      location.getName())
                     .request()
                     .rx()
                     .get(Temperature.class);
 
                 // 次に場所と気温の値を含む予報
                 // インスタンスを格納する
                 // CompletableFutureを作成する。
                 return CompletableFuture.completedFuture(
                    new Forecast(location))
                        .thenCombine(tempCS,
                            Forecast::setTemperature);
            }).collect(Collectors.toList());

            // 指定されたすべてのCompletableFutureが 
            // 完了したら、最終的なCompletableFuture
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            // インスタンスを返す。
            return CompletableFuture.allOf( 
               forecastList.toArray(
                  new CompletableFuture[forecastList.size()]))
                    .thenApply(v -> forecastList.stream()
                    .map(CompletionStage::toCompletableFuture)
                            .map(CompletableFuture::join)
                            .collect(Collectors.toList()));
        });

        // 処理時間とともに、予報リスト全体を格納する
        // ServiceResponseのインスタンスを
        // 作成する。
        // 予報を取得してサービスのレスポンスに設定するために、
        // ServiceResponseインスタンスの完了済みのCompletableFutureを作成し、
        // forecastCSと連結する。 
        CompletableFuture.completedFuture(
             new ServiceResponse())
                .thenCombine(forecastCS, 
                ServiceResponse::forecasts)
                 .whenCompleteAsync((response, throwable) -> {
                    response.setProcessingTime(
                      System.currentTimeMillis() - startTime); 
                    async.resume(response);
                 }); 
    }
}

リアクティブな実装は一見複雑に見えるかもしれませんが、詳しく見てみれば、かなり単純であることがわかるで

しょう。ForecastReactiveResourceの実装の中では、まずJAX-RS Reactive Client APIを使って、場所サービスを
呼び出すクライアントを作成しています。前述のように、これはJava EE 8で追加された機能であり、rx()メソッドを
使うだけでリアクティブな呼出しを行えるようになります。  
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次に、予報リストを収集するために、場

所に基づく別のステージを作成しています。

予報は、forecastCSという名前の1つの大き
なCompletionStageに予報リストとして格納

しています。最終的には、forecastCSのみを
使って、サービス呼出しのレスポンスを作成す

ることになります。

続いて、forecastList変数で定義されて
いるとおりにCompletionStageのリストとして予報を収集しています。それぞれの予報についてCompletionStage

を作成するために、場所のストリームによってtempCSを作成しています。ここでも、JAX-RS Reactive Client APIを
使っています。その後、都市名を使って気温サービスを呼び出しています。ここでは、クライアントを作成するために

resolveTemplate()メソッドを使っています。このメソッドによって、都市名をパラメータとしてビルダーに渡せるよ
うになります。 

場所のストリーム処理の最終ステップでは、新しく作成したForecastインスタンスをパラメータとして指定
し、CompletableFuture.completedFuture()を呼び出しています。そして、繰り返される場所について気温の値
を取得できるように、そのFutureとtempCSステージを連結しています。
Listing 11のCompletableFuture.allOf()メソッドは、CompletionStageのリストをforecastCSに変換し

ます。このステップを実行すると、指定されたすべてのCompletableFutureが完了したときに、先ほどの大きな

CompletableFutureインスタンスが返されます。

このサービスのレスポンスは、ServiceResponseクラスのインスタンスになるため、それに使う完了済みの
Futureも作成しています。その後、forecastCS CompletionStageと予報のリストを連結し、サービスの応答時間を
計算しています。

もちろん、このリアクティブ・プログラミングによって非同期式に実行されるのはサーバー側のみです。クラ

イアント側は、サーバーがリクエスト元にレスポンスを返すまでブロックされ続けます。この問題を解決するため

に、Server Sent Events（SSE）を使って、レスポンスが利用できるようになるたびに部分的にレスポンスを送るよう

にすることもできます。そうすることで、それぞれの場所について、気温の値を1つずつクライアントにプッシュでき

ます。ForecastReactiveResourceの出力は、Listing 12のようになります。出力に示されているように、処理時間
は515ミリ秒です。1箇所の気温の値を取得する際の理想的な実行時間になっています。

リアクティブ・プログラミングを使うと、実
装を同期から 
非同期に拡張できるだけでなく、ステージの
ネストなどの考え方が必要になる開発が容
易になります。
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リスト12：
{
   "forecasts": [
      {
         "location": {
            "name":"London"
         },
         "temperature": {
            "scale":"Celsius",
            "temperature":49
         }
      },
      {
         "location": {
            "name":"Istanbul"
         },
         "temperature": {
            "scale":"Celsius",
            "temperature":32
         }
      },
      {
         "location": {
            "name":"Prague"
         },
         "temperature": {
            "scale":"Celsius",
            "temperature":45
         }
      }
   ],
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   "processingTime":515
}

まとめ
本記事で示した例を振り返ると、まず同期的に場所と気温のサービスを割り当てて予報情報を取得する方法を紹

介しました。次に、サービスの呼出し間で非同期処理を行うために、リアクティブなアプローチを使いました。Java 

EE 8のJAX-RS Reactive Client APIや、Java 8に含まれるCompletionStageやCompletableFutureなどのクラスを
活用し、リアクティブなスタイルのプログラミングの助けを借りれば、非同期処理の力を解き放つことができます。

リアクティブ・プログラミングを使うと、実装を同期モデルから非同期モデルに拡張できるだけでなく、ステ

ージのネストなどの考え方が必要になる開発が容易になります。リアクティブ・プログラミングを活用すればするほ

ど、並列プログラミングの複雑な事例にも対処しやすくなるでしょう。</article>

Mert Çalis¸kan（@mertcal）：Java Champion。『PrimeFaces Cookbook』（Packt 
Publishing、2013年）および『Beginning Spring』（Wiley Publications、2015年）の共著者。
現在は、最新刊となる『Java EE 8 Microservices』を執筆しつつ、Payara FoundationでPayara 
Serverの開発に従事している。


