JOSH JUNEAU

Jythonの基礎̶成熟した代替言語を
新鮮な視点で捉える
Jythonについて学び、Python言語構文を活用する

COMMUNITY

パート1

JAVA IN ACTION

//polyglot programmer /

J

ava仮想マシン（JVM）で動作
する代替言語は、開発者に
多様な選択肢を示すものであ
り、生産性の向上や、さまざま
なコーディング技術の活用につ
ながります。初期のJVM対応代
替言語の1つにJythonがありま
す。Jythonはその名が示すとお
り、Pythonの言語構文を利用で
きる代替言語であり、CPython
（C言語で記述されたPython
の標準実装）で使用するような
コーディング・パターンを適用
できます。
J V M に 限らず、さまざ ま な
プラットフォーム に 対 応した
Pythonの移植版が提供されて
いるため、Jythonを学習する価
値はあります。Pythonは、"learn
once, apply everywhere (一度
学べばどこにでも適用できる)"
言語です。だからこそ、Python
はあらゆる開発者が身につけ
ておくべき便利なツールと言え
ます。
開 発 者 は J y t h o n によって、

JVM上でPythonを使用できる
だけではなく、Pythonの豊富な
APIやフレームワークも利用で
きるようになります。したがっ
て、Pythonの分野における人気
のテクノロジー（Django Webフ
レームワークなど）をJVM上で
利用できます。Pythonの構文
をJava APIに適用することは、
開発生産性の向上にもつなが
ります。たとえば、Jythonを使用
してSwingアプリケーションや
JavaFXアプリケーションを作成
した場合、大量のコードを削減
できます。
本記事は、全2回で構成され
るシリーズの第1回です。この
パート1では、Jython言語の概
要を説明し、Java言語に代わる
生産性の高い構文やテクニック
について紹介します。
変数と式
まずは、大半のプログラムの基
本原則である、データを操作す
るための変数の宣言について

説明します。Jythonの変数は1
つの型に制限されません。その
ため、変数の宣言は、識別名を
指定して値を代入するだけで済
みます。
識 別 名 は 、型 を 指 定して変
数を作成するためではなく、変
数に代入するオブジェクトを識
別するために使用します。した
がって、変数は、型を指定しない
まま使用できます。つまり、変数
の型は、宣言後いつでも変更で
きます。
単純な例を2つ紹介します。
以下の例の1行目では、xという
識別名の変数に、値0を代入し
ています。2行目では、yという
識別名の変数に、文字列値を
代入しています。
>>> x = 0
>>> y = 'Java Magazine'
Jythonの変数は特定の型に
制限されません。以下のように、
型はいつでも変更可能です。

>>> x = y
>>> print x
Java Magazine
この例では、Jythonの基本機
能である、式の使用方法とター
ミナルへの出力方法が示されて
います。Jythonでの式の利用は
簡単です。実際のところ、Jython
では、対話型ターミナルを起動
し、評価対象の式を入力してリ
ターン・キーを押すだけで、手軽
に計算を行うことができます。
この方法で入力した式は直
ちに評価されますが、
より正式
な記述に従う場合は、出力を
表示するためのp r i n t 文を使
用できます。print文はJavaの
System.out.println()文に相当
し、シングルクォート、ダブル
クォートで囲まれた値は文字
列値として扱われます。print文
を使用して式を記述した場合、
式が評価された後に、
その結果
が出力されます。
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条件文と繰り返し処理
Jythonの条件文は、Javaの条件文よ
りも簡潔に記述できます。たとえば、
if文では、各ブロックを丸括弧や波括
弧で囲む必要はありません。Jython
のif文の構文は以下のとおりです（整
列の様子がわかりやすいように、if文
の対話型インタプリタ文字列「>>>」
を省略しています）。
この例には、JythonとJavaの構文上
の相違点が多く表れています。まず、
Jythonでは、
コードを整列させること
が重要です。Jythonでコードの各ブ
ロックを 区 別 す
る た め に は 、括
豊富な選択肢
弧で 区 切るので
JVM 対応代替言
はなく、ブロック
語は、開発者に多
ごとに均一に（つ
様な選択肢を示す
まり、インデント・
ものであり、生産
レベルを揃えて）
性の向上や、さま
整 列させる必 要
ざまなコーディン
グ技術の利用につ
があります。適切
ながります。
に 整 列してい な
い場合は、
コンパ
イル・エラーが発
生します。 整 列
によってブロック
を 区 切ることは

Jythonを利用するメリットのひとつで
す。その理由は、構造化された読みや
すいコードは保守しやすく、また、不
必要な文末記号がコード全体に散在
することがほとんどないためです。
Jythonでコードの各ブロックを区
切るために使用する空白の数は、開
発者が自由に決めることができます。
ただし、同一のブロック内では、すべ
ての行のインデントに同じ数の空白
を使用する必要があります。前述のif
文の例では、文を構成する各ブロック
を区切るために、4文字の空白を使用
しています。
これは、Python言語の標
準です。
繰り返し処理にも、条件文と同じ
コーディング構造を適用できます。
Jythonの繰り返し処理の方法はJava
と類似しています。たとえば、繰り返し
回数不定のループを作成する場合は
whileループを記述し、繰り返し回数
が決まっているループを作成する場
合はforループを記述できます。いく
つかの例を以下に紹介します。
まず、whileループのJythonでの
コ ー ディング 方 法 を 確 認しま す。
whileループでは、Java言語と同様
に、指定した条件がTrueと評価され
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>>> counter = 0
while counter <=3:
print counter
counter += 1
...
0
1
2
3
Jythonのforループも、whileループ
と似たコード構造をしています。以
下の例では、whileループの例と同じ
処理を、forループを使用して実行し
ています。
for counter in range(4):
print counter
...
0
1
2
3
Jythonのforループは、カウンタに
基づいた繰り返し処理ではなく、デー
タのコレクションに対する繰り返し処
理として使用するという点で、Java 5.0
で導入された拡張for文とよく似てい
ます。前述の例では、counter変数の
内容が計4回、0〜3の範囲にある各整

範囲とデータ構造
前項の最後の例では、range()関数を
使用しています。range()は、指定した
範囲内にある数値のリストを返す関
数です。range()関数は1〜3個の引
数を取ります。第1引数には範囲の開
始値、第2引数（オプション）には範囲
の終了値（指定した値は範囲に含ま
れない）を指定します。また、範囲内
の値を一定の刻み幅で取得する場合
は、第3引数（オプション）にその刻み
幅を表す数値を指定します。前項の
例のように引数を1つのみ指定した
場合は、範囲の開始値には0が使用
され、指定した引数は範囲の終了値
として使用されます。
次に、range()にすべての引数を指
定した場合の単純な例を示します。
この例では、5〜24の範囲にあり、刻
み幅を5とした場合の数値が出力さ
れます。
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数値に対して1回ずつ出力されます。
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なお、識別子の先頭にアンダースコ
アが1つ付加された変数は、
クラスの
コンテキストにおいてはプライベート
変数として扱われます。

る間 は 処 理 が 続 行されます。 以下
は、counter変数の値が指定した上
限値に達するまで繰り返される、単
純なwhileループの例です。ループ
の本体が4文字の空白でインデント
されている点に注意してください。
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>>> print 3 + 4
7

jython = 'fun'
if jython == 'not fun':
print 'Jython is not fun'
elif jython == 'sort of fun':
print 'Jython = sort of fun'
else:
print 'Jython is fun!'
>>> Jython is fun!
}
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>>> range(5,25,5)
[5, 10, 15, 20]
range()関数が値のリストを返す
ことを考慮した場合、返された結果
に 対 する繰り返し処 理 を 行うた め
には、forループがもっとも適してい
ます。Jythonには、データのコレク
ションを操作するためのさまざまな
データ構造:リスト
（list）、ディクショナ
リ
（dictionary）、セット
（set）、タプル
（tuple）があります。もっとも頻繁に
使用されるコンテナは、おそらく
（list）
です。
リストはシーケンス型であり、任
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リスト1

もちろん、一般的にリストには値を
格納します。値をあらかじめ指定して
リストを作成するためには、以下の
ように、
リストの識別子に対して一連
の各種Jythonオブジェクトを代入し
ます。
my̲list2 = [1,3,'ﬁve',7,'nine']
この例のリストでは、数値と文字列
が混在している点に注意してくださ
い。既存のリストに値を追加する場
合は、
以下のように、append()メソッド
（リストの末尾に新しい値を挿入）か
insert()メソッド（指定した場所に値を
挿入）
を呼び出します。
>>> my̲list.append(2)
>>> my̲list.insert(1,'four')
>>> my̲list
[2, 'four']
insert()メソッドは2つの引数を取り
ます。第1引数には値の挿入位置を、
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リスト4

リスト5
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>>> lang̲list = ['Java','Jython']
>>> lang̲list.insert(1,'JRuby')
>>> lang̲list
['Java', 'JRuby', 'Jython']

JAVA TECH

>>> my̲list = []

第2引数には挿入する値を指定しま
す。リストのインデックスは0から始ま
ります。そのため、たとえば2番目の位
置に値を挿入する場合、使用する位置
番号は「1」
となります（リスト1参照）。
リストは、アプリケーション内部で
データを受け渡しするために便利で
す。
また、
リストのデータを操作するた
めのメソッドがいくつか用意されてい
ます（extend、pop、remove、del）。こ
れらのメソッドの使用方法について、
リスト2のコードに示します。
言うまでもなく、
リストにはインデッ
クスを指定してアクセスできます。そ
のため、
さまざまな方法で値を取得で
きます。
ディクショナリ
（dict）はマップ型で
あり、各項目に任意のデータ型のキー
と値のペアを設定できます。
リスト4に、書籍のタイトルと対応す
る星評価を格納したディクショナリの
使用方法を示します。
セット
（set）
とは、順序付けされてお
らず、要素が重複しないコレクション
です。可変（mutable）のデータを格
納することはできませんが、セット自
体は可変です。セットを使用するため
には、セット・モジュールからセットを
インポートする必要があります。リス
ト5に、セットの操作に関するいくつ
かの例を示します。
最後に紹介するデータ・コレクショ
ン型はタプル（tuple）です。タプルは
リストと非常によく似ていますが、不
変である点が異なります。タプルには
通常、パラメータ・リストなどの異種
の値を格納します。タプルの例をリス
ト6に示します。

リスト3
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意のJython型のオブジェクトを格納
できます。さらに、異なる型のさまざ
まなオブジェクトを同じリストに格納
できます。また、動的なリストを使用
できる点も魅力です。つまり、時間の
経過とともに、必要に応じてリストを
変更できます。リストの宣言時に静的
な長さを指定する必要はありません。
以下のように、識別子に対して1組の
空の角括弧を代入するだけで、
リスト
を宣言できます。

リスト2

COMMUNITY

//polyglot programmer /

すべてのリストのテキストをダウンロード
リスト内包表記と呼ばれる、式や関
数をリスト内のすべての要素に適用
できる強力な機能が存在します。リス
ト内包表記は、JythonによってJavaの
開発が容易になることを示す例とし
て絶好の機能です。リスト内包表記
は、[<式または関数> for <識別子>
in <リスト>]という構文で記述します。

この記述により、
リストに対して繰り返
し処理を実行し、各要素に式または
関数を適用できます。リスト7に単純
な例を示します。
関数とラムダ式
関数は、Jythonでもっとも強力な機
能のひとつです。複数回使用され
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リスト6

squared = lambda x: x * x

>>> lang̲tuple = ('Java','Jython')
>>> lang̲tuple
('Java', 'Jython')

JAVA IN ACTION

指定した数値の２乗した値を返すラ
ムダ式の例を示します。

リスト8

JAVA TECH

この例では、xは関数に渡される値
と戻り値の両方を表します。このラム
ダ式に値を渡した場合、コロンの右
側にある式のx変数に代入され、
この
式が評価されます。次に、式の結果
がコロンの左側にある変数に代入さ
れ、返されます。たとえば、以下のよう
な行で、先ほどのラムダ式を呼び出す
ことができます。
>>> squared(3)
9
Jythonの関数は任意の数のパラ
メータを受け入れることができます。
そのためには、パラメータの前に*と
いう文字を付加します。引数の前に
*が付加されている場合、パラメータ
値に0個以上のシーケンスが含まれ
ることを示します。そのため、関数を
以下の例のように記述して、任意の数
のパラメータを受け入れることが可
能です。
>>> def my̲func(*args):
... return len(args)
...
# Calling my̲func with
# an arbitrary parameter set
>>> my̲func()
0
>>> my̲func(1,2,3)
3

すべてのリストのテキストをダウンロード
また、関数のパラメータの前に**を
付加している場合は、関数の引数に、
ディクショナリなどのキーと値のリス
トのデータを指定できます。この動作
について以下に示します。
>>> def f(**kwargs):
... for key in kwargs:
...
print key
...
>>> f(p1="1", p2="2", p3="3")
p2
p1
p3
デコレータとは、ある関数を別の関
数に変換するためのJythonの糖衣構

文の1種であり、デコレート対象の関
数の処理を強化することができます。
デコレータを定義するためには、別
の関数をパラメータに取る関数を作
成します。
この関数の内部では、パラ
メータとして渡された関数を呼び出
し、何らかのタスクを実行します。こ
の状態で、特殊な構文（@function̲
name）を使用することで、デコレータ
関数を別の関数（デコレート対象の
関数）に適用できます。
これにより、デ
コレート対象の関数がデコレータ内
に渡されます。
リスト9に、デコレータ関数および
デコレート対象の関数の例をそれぞ
れ示します。このデコレータ関数に
は、デコレート対象の関数の引数に

ABOUT US

る可能性のある機能はすべて、関数
内に配置することをお勧めします。
Jythonの関数は、戻り値のあるJavaメ
ソッドに似ていますが、構文が少し異
なります。
Jython関数のシグネチャは、Java
メソッドのシグネチャと比較すると
かなり大ざっぱです。Jythonではdef
キーワードを使用して関数を定義し
ます。Javaとは異なり、Jythonにおけ
る関数は実行可能な文を表します。
そのため、関数のネストや、関数を他
の関数にパラメータとして渡すなど
の操作が可能です。Jythonの関数は
1つ以上の値を返すことができるた
め、戻り型を明示する必要はありませ
ん。さらに、パラメータの型の宣言も
不要です。
リスト 8 は 、指 定 さ れ た 文 字 列
に つ い て、1 文 字 お き に 大 文 字 に
したコ ピ ー を 返 す 関 数 の 例 で す。
関数の引数として数値を渡した場合
は、同じ数値が返されます。
Jythonでは、関数にデフォルト値を
定義できます。たとえば、2つの数値
を乗算して結果を返す関数があると
します。ただし、この関数の第2パラ
メータにはデフォルト値「1」が設定さ
れています。この関数に数値を1つの
み渡した場合は、その数値とデフォル
ト値（1）が乗算されます。そのため、
渡した数値と同じ値が返されます。
Jythonでは、
コードが1行のみの関
数を記述することが可能です。このよ
うな関数はラムダ式と呼ばれます。ラ
ムダ式とは、1行内で評価されて結果
を返す匿名関数のことです。以下に、

リスト7
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クラス
Jythonのクラス構文はJavaと非常に
よく似ていますが、概念的に異なる
点が少しあります。たとえば、Jython
のクラスは多重継承をサポートして
おり、複数の基底クラスを継承できま
す。また、
クラスは、Jythonの他の要
素と同様に動的で、実行時に変更で
きます。
クラスには、データ属性やメソッド
などのインスタンス属性が含まれま
す。データ属性は、Javaクラスのイン
スタンス変数に相当するものです。
ま
た、
クラス・メソッドはオブジェクトに
バインドされた関数を表します。リス
ト10は、Carオブジェクトを表すクラス
です。Carクラスには3つのデータ属
性と1つのメソッドがあります。
メソッド識 別 子 に は、2 つ のアン
ダースコアで始まり、1つ以上のアン
ダースコアで終わるものがあります。
そのようなメソッドは実行時に自動
で処理され
る た め 、直 接
コード量の削減
アクセス する
Python の構文を Java
ことはで きま
API に適用することは、
せん。このア
開発生産性の向上にも
ンダースコア
つながります。たとえ
を含 むメソッ
ば、Jython を使用して
ド は 、特 殊 メ
Swing アプリケーション
ソッド（magic
やJavaFX アプリケーショ
method）
とも
ンを作成すれば、大量の
呼 ば れ ま す。
コードを削減できます。
特 殊メソッド
の 1 種 で ある

>>> c = Car('ACar','Jy','2005')
>>> c.print̲car()
ACar Jy ‒ 2005
この例で指定しているパラメータ
は、インスタンス化の際にCarクラス
の̲̲init̲̲()メソッドに渡されます。
プラットフォーム上の利点
J y t h o n に は 他 にも、J a v aプラット
フォームで提供しているすべてのライ
ブラリを利用できるという重要な特
長があります。Javaプラットフォーム
は長年の歴史の中で、機能の追加や
開発生産性の向上を図る各種ライブ
ラリやAPIを追加し、進化を遂げてき
ました。これまでに、多くの開発者が、
Javaプロジェクトにインポートして機
能を追加するための外部ライブラリ
を開発してきました。
Jythonを使用する場合、Javaプラッ
トフォームに標準装備されているす
べてのライブラリを利用できます。
また、サードパーティ製の多数のラ
イブラリもJythonプロジェクト内で
使用できます。使用するために必要
な作業は、関連するJARファイルを
CLASSPATHに追加し、コード内で必
要なクラスをインポートすることだけ
です。プラットフォームに標準装備さ
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# Decorator function that returns the square
# of the sum of the parameters that are passed
# into the decorated function
def squared(func):
def inner(*args):
val = func(*args) * func(*args)
return val
return inner
# Decorated function that accepts an arbitrary number
# of parameters and sums them together.
@squared
def square̲total(*nums):
idx = 0
total = 0
while idx < len(nums):
total = total + nums[idx]
idx = idx + 1
return total

すべてのリストのテキストをダウンロード
れているJavaライブラリの一部につ
いて、使用方法を以下で確認します。
リスト11では、java.util.ArrayListを
対話型セッション内にインポートして
います。クラスのインポート方法を確
認してください。
また、ArrayListの新し
いインスタンスを生成する際にnew
キーワードが不要である点に注意し
てください。Jythonの構文を使用する
ことで、Javaオブジェクトの操作が非
常に簡単になります。
リスト11のような使用方法は、氷山
の一角に過ぎません。Jython言語を
使用して、Javaアプリケーションとほ

ぼ同様にアプリケーションを作成で
きます。リスト12では実際に、JavaFX
2.2とJythonを使用した単純な「Hello
World」アプリケーションの作成方法
を示しています。この例では、Javaと
Jythonの統合に関する概念を多く
取り入れています。たとえば、Jython
クラスでJavaクラスを継承できるこ
と、Javaのgetterやsetterの呼び出し
は暗黙的に行われることなどです。
JavaとJythonの統合は大きなトピッ
クであるため、本シリーズのパート2
で詳細を取り上げます。
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̲̲init̲̲()は、Javaのクラス・コンスト
ラクタに相当します。̲̲init̲̲()は、
Jythonクラスのインスタンス化また
は実行の際に呼び出されます。
以下のコード例は、新しいCarオブ
ジェクトを作成し、print̲car()メソッド
を呼び出す方法を示しています。

JAVA IN ACTION

指定したすべての値の合計を2乗す
るインナー関数が含まれています。

リスト10

JAVA TECH

リスト9
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また、行の任意の場所からコメン
トを開始することも可能です。そのた
め、以下のようにコード行の後にコメ
ントを追加することもできます。
>>> another̲var = 7 # variable
ド キ ュ メ ン テ ー ショ ン 文 字 列
（Docstring）は、連続した3つの一重
引用符で囲まれる文字列です。コー
ドについてのドキュメントを記述し、
このドキュメントをJythonヘルプ・シ
ステムに登録するために使用できま
す。ドキュメンテーション文字列は、
関数シグネチャの直後から始まりま
す。また、関数の̲̲doc̲̲メソッドを
呼び出して、関連するドキュメンテー
ション 文 字 列 を 取
得することも可能で
多数の移植版
す。ドキュメンテー
さまざまなプラット
ション 文 字 列 の 使
フォームに対応し
た Python の移植
用例については、
リ
版が提供されてい
スト13を参照してく
るため、Jython を
ださい。
学習する価値はあ
ります。

まとめ
JVMは、成熟したア
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>>> from java.util import ArrayList
>>> arr = ArrayList()
>>> arr.add(1)
True
>>> arr.add(2)
True
>>> arr
[1, 2]

JAVA TECH

>>> # This is my variable
>>> my̲var = 'me'

プリケーション開発プラットフォーム
です。Java言語自体に機能が豊富に
あり、洗練されたソリューションを開
発することができます。しかし、開発
者のツールキットに新たな価値を加
えるような、代替言語が入り込む余地
は必ずあります。
Javaは型保証された言語である
ため、JVM上で稼働する動的言語が
有益となる場面は数多くあります。
Jython、JRuby、Groovyなどの代替言
語は、ソリューションをまったく別の
方法で開発できる動的機能や高度
な機能を備えています。そのような
代替言語があるからこそ、Javaエコシ
ステムは、
より魅力的な開発プラット
フォームへと進化してきました。
Jythonにより、豊富な機能を含むラ
イブラリやAPIとともに、動的変数や
ラムダ式などの高度な機能をJVMで
実現できます。さらに、Jythonを使用
してアプリケーションを開発した後、
そのコードはほとんど、あるいはまっ
たく変更せずに、CPython（C言語）や
IronPython（.NET）などを使用する他
のプラットフォーム上で実行できま
す。
本 記 事で は、J y t h on の 機 能 の ほ
んの一部を紹介したに過ぎません。
パート2では、JavaとJythonの統合に
ついて詳細に説明し、さらにいくつか
の高度なトピックについても取り上
げます。</article>
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コメントの記述
コード内にコメントを記述するため
には、シャープ記号（#）を使用してコ
メントの開始を示します。行の先頭で
シャープ記号を使用した場合は、以下
のようにその行全体がコメントになり
ます。

リスト12
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リスト11
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リスト13

すべてのリストのテキストをダウンロード

FIND YOUR
JUG HERE
CEJUG is celebrating our 10-year anniversary
in 2012! We follow Java technology with
passion, share knowledge with pleasure,
and create opportunities for students and
professionals with ambition.
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to the terminal '

ABOUT US

hello̲world()
This function prints hello world
to the terminal
>>> hello̲world.̲̲doc̲̲
' This function prints hello world\n

JAVA IN ACTION

>>> def hello̲world():
... ''' This function prints hello world
...
to the terminal '''
... print 'Hello World'
...
>>> hello̲world()
Hello World
>>> help(hello̲world)
Help on function hello̲world in module ̲̲main̲̲:

Hildeberto Mendonça
The Ceará Java User Group (CEJUG)

LEARN MORE
• JythonのWebサイト

LEARN MORE

• 『The Deﬁnitive Guide to Jython』
（Apress、2010年）
• Jython Wiki
• Jython Monthlyニュースレター
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