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本シリーズの第 1回では、
ストリームを使用する

ことで、コレクションをまる
でデータベース操作のよう
に処理できることを確認しま
した。復習として、Stream 
API を使用して高額取引の金
額のみを合計する方法をリ
スト1に示します。この例で
は、図 1のように、中間操
作（filter、map）と終端操作
（reduce）から成る、一連
の処理の流れを示していま
す。
しかし、第 1回では以下の
2つの操作は扱いませんでし
た。
 ■ flatMap：「マップ」操作と「フ
ラット化」操作を組み合わ

せた中間操作 
 ■ collect：ストリームの要素
を蓄積して集計結果を生
成するための各種操作を
定義したオブジェクト（コ
レクタと呼ばれる）を引数
に取る終端操作
これら2つの操作は、複雑
な問合せの表現に便利です。
たとえば、flatMapとcollect
を組み合わせることで、単語
のストリームに含まれる各文
字の個数を表すMapを生成
できます（リスト2）。最初の
うちはこのコードが難しく感
じるとしても、心配は不要で
す。本記事は、これら2つ
の操作について詳しく説明す
ることを目的としています。

リスト2のコードの出力は
リスト3のようになります。
すばらしいと思いませんか。
これより、flatMap 操作と
collect 操作の仕組みを詳しく
見ていくことにします。

flatMap 操作
あるファイルに含まれる一意
の単語をすべて検索したい
場合、皆さんならどうします
か。
簡単だと思う人もいるで
しょう。前回の記事で確認
した Files.lines() を使用すれ
ば、ファイルの行から成るス
トリームを取得できるため
です。次にmap() 操作で各
行を複数の単語に分割し、
distinct() 操作で重複を除外
すればよいはずです。この
一連の操作を記述すると、リ
スト4のようになります。
しかし、この考え方は誤り
です。このコードを実行した
場合、以下のような判読不
可能な結果が出力されます。

ここで実際に出力されてい
るのは、複数のストリームの
String 表現です。なぜでしょ
う。このアプローチの問題点
は、mapメソッドの引数とし
て渡された、ラムダ式（line 
-> line.split("\\s+")）の結果
が、ファイルの各行を表す
Stringの配列(String[])を返す
ことです。そのため、mapメ
ソッドの返すストリームは、
実際には Stream<String[]>
型になります。一方、ここで
取得したい結果は、複数の
単語から成るストリームの
Stream<String>です。
幸いにも、この問題は
flatMapメソッドを使用するこ
とで解決できます。以降で、
正しい解決策について順を
追って説明します。
まず、配列のストリームで
はなく単語のストリームが必

[Ljava.lang.String;@7cca494b
[Ljava.lang.String;@7ba4f24f
...
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Files.lines(Paths.get("stuff.txt"))
            .map(line -> line.split("\\s+")) // Stream<String[]>
            .map(Arrays::stream) // Stream<Stream<String>>
            .distinct() // Stream<Stream<String>>
            .forEach(System.out::println);

LISTING 1         LISTING 2         LISTING 3         LISTING 4         LISTING 5         

String[] arrayOfWords = {"Java", "Magazine"};
Stream<String> streamOfwords = Arrays.stream(arrayOfWords);

LISTING 1         LISTING 2         LISTING 3         LISTING 4         LISTING 5         

Files.lines(Paths.get("stuff.txt"))
              .map(line -> line.split("\\s+")) // Stream<String[]>
              .distinct() // Stream<String[]>
              .forEach(System.out::println);

LISTING 1         LISTING 2         LISTING 3         LISTING 4         LISTING 5         

[a:4, b:1, e:3, g:1, h:1, i:2, ..]

LISTING 1         LISTING 2         LISTING 3         LISTING 4         LISTING 5         

import static java.util.function.Function.identity;
import static java.util.stream.Collectors.*;

Stream<String> words = Stream.of("Java", "Magazine", "is", 
     "the", "best");

Map<String, Long> letterToCount =
           words.map(w -> w.split(""))
                                   .flatMap(Arrays::stream)
                                   .collect(groupingBy(identity(), counting()));

LISTING 1         LISTING 2         LISTING 3         LISTING 4         LISTING 5         
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要です。配列を引数に取ってスト
リームを生成する、Arrays.stream()
というメソッドが存在します。この
メソッドは、リスト5の例のように
使用します。
では、この Arrays.stream() を前
述のストリーム・パイプラインで
使用して、結果を確認してみましょ
う（リスト6）。この方法でも、や
はり、必要な結果は得られません。
今度は、ストリームで構成される
ストリームのリスト（正確には、
Stream<Stream<String>>）が生成
されるからです。この例ではまさ
に、各行を単語の配列に変換した
後に、Arrays.stream() メソッドで各
配列を個別のストリームに変換し
ています。 

この問題は、flatMapを使用す
ることで修正できます（リスト7）。
flatMapメソッドを使用した場合、
生成されたそれぞれの配列が、ス
トリームではなくそのストリームの
内容に置き換えられます。すなわ
ち、map(Arrays::stream) によって
生成された個別のストリームがす
べて、1つのストリームに融合（「フ
ラット化」）されます。図 2で
flatMapメソッドを使用する効果を
説明します。 
簡単に言うと、flatMap によりス
トリームの各値が別のストリーム
に置き換えられ、生成されたすべ
てのストリームを連結した 1つの
ストリームが生成されます。
flatMap は、よく使用されるパ

ターンです。今後、Optional や
CompletableFuture を扱う際にも
使用することになるでしょう。 

collect 操作
次に、collect メソッドについて詳
しく見ていきます。本シリーズの
第 1回で確認した操作は、別のス
トリームを返すもの（中間操作）
か、boolean、int、Optional オブジェ
クトなどの値を返すもの（終端操
作）でした。 
collect メソッドも終端操作です
が、ストリームをリストに変換す
るために使用しているという点で、
単なる値の取得とは少し異なって
います。たとえば、すべての高額
取引について IDのリストを取得す
るためには、リスト8のコードを
使用できます。 
collect に渡す引数は、java.util.
stream.Collector 型のオブジェクト
です。Collector オブジェクトの役
割は何でしょうか。基本的には、

ストリームの要素を蓄積して最終
結果を生成するための操作方法
を表すことです。先ほど使用した
ファクトリ・メソッドの Collectors.
toList() は、ストリームをリストに
蓄積する方法を表す Collector を
返します。このような組込みの
Collector が多数提供されていま
す。 
ストリームを集積して別のコレク
ションに変換：たとえば、toSet()
を使用すれば、ストリームを、重
複要素を除いた Set に変換できま
す。リスト9のコードは、高額取
引のあった都市のみのセットを生
成する方法を示しています（注：
以降の例では、Collectorsクラス
のすべてのファクトリ・メソッド
を、import static java.util.stream.
Collectors.* によって静的にイン
ポートするものと想定します）。
注意点として、いずれの型の Set
が返されるかは保証されません。
しかし、toCollection() を使用すれ

すべてのリストのテキストをダウンロード

int sumExpensive = 
       transactions.stream()
                                                .filter(t -> t.getValue() > 1000)
                                                .map(Transaction::getValue)
                                                .reduce(0, Integer::sum);

リスト1         リスト2         リスト3         リスト4         リスト5         リスト6
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int totalValue = transactions.stream().collect(
     summingInt(Transaction::getValue));

LISTING 7         LISTING 8         LISTING 9         LISTING 10         LISTING 11         

long howManyTransactions = 
          transactions.stream().collect(counting());

LISTING 7         LISTING 8         LISTING 9         LISTING 10         LISTING 11         

Set<String> cities = 
         transactions.stream()
                                                    .filter(t -> t.getValue() > 1000)
                                                    .map(Transaction::getCity)
                                                    .collect(toCollection(HashSet::new));

LISTING 7         LISTING 8         LISTING 9         LISTING 10         LISTING 11         

Set<String> cities = 
         transactions.stream()
                                                    .filter(t -> t.getValue() > 1000)
                                                    .map(Transaction::getCity)
                                                    .collect(toSet());

LISTING 7         LISTING 8         LISTING 9         LISTING 10         LISTING 11         

import static java.util.stream.Collectors.*; 
List<Integer> expensiveTransactionsIds = 
       transactions.stream()
                                                  .filter(t -> t.getValue() > 1000)
                                                  .map(Transaction::getId)
                                                  .collect(toList());

LISTING 7         LISTING 8         LISTING 9         LISTING 10         LISTING 11         
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ば、より細やかな制御が可能です。
たとえば、HashSet のコンストラク
タ参照を渡すことでHashSet を取
得できます（リスト10）。
collectとコレクタによって実現で
きることはほかにもあり、本記事
で紹介するのは、そのごく一部で
す。以下に、表現できる操作の例
を示します。

 ■ 取引のリストを通貨別にグルー
プ化し、その通貨による取引総
額と対応付ける（Map<Currency, 
Integer> を返す）

 ■ 取引のリストを、高額
と低額の 2グループに
分ける（Map<Boolean, 
List<Transaction>>を返す）

 ■ 取引を都市別にグループ化し、
さらに高額か低額かで分類す
るなど、多段階のグループ化
を行う（Map<String, 
Map<Boolean, 

List<Transaction>>>を
返す）
興味が湧いてきたと
ころでしょう。これ以降
は、これらの問合せを
Stream APIとコレクタを
使用して表現する方法
を見ていきます。最初
に、ストリームを「集計
する」、すなわちストリー
ムの平均値、最大値、
最小値を計算する単純
な例を取り上げます。次
に、単純なグループ化
の表現方法を確認し、

最後に、コレクタを組み合わせて
多段階のグループ化などの強力な
問合せを作成する方法を見ていき
ます。 
集計：まずは、単純な例で肩慣ら
しです。前回の記事では、reduce
操作とプリミティブなストリームを
使用してストリームの要素数、最

大値、最小値、平均値
を計算する方法を確認
しました。これと同じ集
計操作を、事前定義の
コレクタを使用して実
行できます。たとえば、
counting() を使用すれば
項目数をカウントできま
す（リスト11）。
また、
summingDouble()、
summingInt()、
summingLong() を使用
すれば、ストリーム内
にある要素のプロパティ
（それぞれDouble 型、
Int 型、Long 型）につ
いて値を合計できます。

リスト12では、取引の総額を計
算しています。
同様に、averagingDouble()、
averagingInt()、averagingLong() を
使用すれば平均値を計算できます
（リスト13）。
さらに、maxBy()とminBy() を
使用すれば、ストリームの最大要
素と最小要素を把握できます。た
だし、ストリームの各要素を比較
するためには、要素の順序を定
義しなければならないという問題
があります。このため、maxByと
minBy は、Comparator オブジェク
トを引数に取ります（図 3）。 
リスト14の例では、静的メソッ
ドの comparing() を使用していま
す。このメソッドは、引数として渡
された関数からComparator オブ
ジェクトを生成します。この関数
は、ストリームの要素から比較用
のキーを抽出するために使用され
ます。この例では、最高額の取引
を特定するために、取引額を比較
用のキーとして使用します。
また、reducing() コレクタでは、
結果が得られるまで操作を繰り返
し適用することで、ストリーム内

のすべての要素をまとめることが
できます。概念的には、前回の記
事で説明した reduce() メソッドに
似ています。たとえば、リスト15
では、リスト12とは別の取引総
額の計算方法として reducing() を
使用した例を示しています。
reducing() は、以下の 3つの引
数を取ります。
 ■ 初期値（ストリームが空の場合
に返される値）：この例では 0

 ■ ストリームの各要素に適用され
る関数：この例では各取引額の
抽出

 ■ 抽出関数によって生成された 2
つの値をまとめる操作：この例
では単純な加算
「reduce() や max()、min() など、
ストリームの他のメソッドですで
に表現できる操作なのに、なぜ
reducing() を取り上げるのか」と
思われるかもしれません。しかし、
コレクタをまとめることで複雑な
問合せ（例：グループ化と平均の
計算）を作成できるため、組込み
のコレクタについても理解してお
くことは役立ちます。この複雑な
問合せについては後ほど説明しま

図3

Files.lines(Paths.get("stuff.txt"))
            .map(line -> line.split("\\s+")) // Stream<String[]>
            .flatMap(Arrays::stream) // Stream<String>
            .distinct() // Stream<String>
            .forEach(System.out::println);

リスト7         リスト8         リスト9         リスト10         リスト11         リスト12

すべてのリストのテキストをダウンロード

Comparator Comparator

Collector Collector

maxBy minBy

強力な問合せ
Stream APIと
コレクタを利用
すれば、コレク
タを組み合わ
せて、多段階の
グループ化な
どの強力な問
合せを作成で
きます。

http://oracle.com/javamagazine
http://blogs.oracle.com/java
https://twitter.com/oraclejavamag
https://www.facebook.com/JavaMagazineOracle
http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html
http://java.net
mailto:JAVAMAG_US@ORACLE.COM?subject=
https://java.net/projects/java-magazine/downloads/directory/MayJune2014


Map<Boolean, List<Transaction>> partitionedTransactions =
            transactions.stream().collect(partitioningBy(
              t -> t.getValue() > 1000));

LISTING 13       LISTING 14       LISTING 15       LISTING 16       LISTING 17       

Map<Currency, List<Transaction>> transactionsByCurrencies =
    transactions.stream().collect(groupingBy(
     Transaction::getCurrency));

LISTING 13       LISTING 14       LISTING 15       LISTING 16       LISTING 17       

Map<Currency, List<Transaction>> transactionsByCurrencies = 
              new HashMap< >();
for(Transaction transaction : transactions) { 
        Currency currency = transaction.getCurrency();
        List<Transaction> transactionsForCurrency = 
                transactionsByCurrencies.get(currency);
        if (transactionsForCurrency == null) { ...............
                transactionsForCurrency = new ArrayList<>();
                transactionsByCurrencies.put(
        currency, transactionsForCurrency);
                }
        transactionsForCurrency.add(transaction);
}

LISTING 13       LISTING 14       LISTING 15       LISTING 16       LISTING 17       

int totalValue = transactions.stream().collect(reducing(
        0, Transaction::getValue, Integer::sum));

LISTING 13       LISTING 14       LISTING 15       LISTING 16       LISTING 17       

Optional<Transaction> highestTransaction = 
        transactions.stream()
                               .collect(maxBy(comparing(Transaction::getValue)));

LISTING 13       LISTING 14       LISTING 15       LISTING 16       LISTING 17       
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す。
グループ化（Grouping）：よく使
用されるデータベース問合せに、
プロパティを使用した、データの
グループ化があります。たとえば、
取引のリストを通貨別にグループ
化できます。そのような問合せを
明示的なイテレーションによって
表現することは、リスト16のコー
ドから分かるとおり、かなり面倒
です。
まず、取引を蓄積するための
Mapを作成する必要があります。
次に、取引のリストのイテレーショ
ンで、各取引の通貨を抽出する
必要があります。さらに、その取
引をMap の値として追加する前
に、リストが作成済みかをチェッ
クする必要もあります。このよう
な操作が続くのです。基本的に
は「取引を通貨別にグループ化し

たい」だけなのに、これほど大量
のコードが必要となるのは合理的
ではないでしょう。幸いにも、こ
のような操作を簡潔に表現できる
groupingBy()というコレクタがあり
ます。このコレクタを使用すれば、
同じ問合せをリスト17のように表
現でき、コードから問合せの内容
を読み取ることも容易になります。
ファクトリ・メソッドの
groupingBy() は、取引の分類に
使用するキーを抽出するための
関数を引数に取ります。このよう
な関数のことを分類関数と呼びま
す。この例では、メソッド参照の
Transaction::getCurrency を渡して、
取引を通貨別にグループ化してい
ます。図 4に、このグループ化操
作について示します。
分割（Partitioning）：別のファク
トリ・メソッドの partitioningBy()

は、groupingBy() の特殊ケース
と見なすことができます。このメ
ソッドは条件（boolean を返す関
数）を引数に取り、その条件を満
たすグループと満たさないグルー
プにストリームの要素を分けます。
コード例に当てはめて具体的に
言えば、取引から成るストリーム
を分割することは、取引を1つの
Map<Boolean, List<Transaction>>

にマップすることになります。た
とえば、取引を高額と低額とい
う2つのリストに分ける場合に
partitioningByコレクタを使用でき
ます（リスト18）。このコード例の
t -> t.getValue() > 1000というラム
ダ式が、高額取引と低額取引を分
類する条件に該当します。
コレクタの合成：SQLをよく知っ
ている開発者は、GROUP BYを

COUNT() や SUM() などの関数と
組み合わせることで、取引を通
貨別に合計してグループ化でき
ることをご存じでしょう。Stream 
API でも、同様の操作を実行で
きます。実際に、別のコレクタ・
オブジェクトを第 2引数に取る、
groupingBy() のオーバーロード・
メソッドが存在します。この追加
のコレクタは、groupingByコレク
タによって、各キーに関連付けら
れたすべての要素をどのように蓄
積するかを定義するために使用し
ます。 
この説明では少し抽象的ですの
で、単純な例を見ていきましょう。
都市のMapを生成し、都市ごとの
取引総額を対応付けることにします
（リスト19）。このコード例では、
groupingBy に対して、getCity() メ
ソッドを分類関数として使用する

Classification function

transactions

Grouping Map

Transaction::getCurrency

USD GBP EUR

Transaction(1)
Transaction(3)

Transaction(2) Transaction(5)Transaction(8)

図4

double average = transactions.stream().collect(
            averagingInt(Transaction::getValue));

リスト13       リスト14       リスト15       リスト16       リスト17       リスト18

すべてのリストのテキストをダウンロード
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Map<String, Map<Currency, Double>> cityByCurrencyToAverage = 
           transactions.stream().collect(groupingBy(Transaction::getCity,
groupingBy(Transaction::getCurrency,  
averagingInt(Transaction::getValue))));

LISTING 19         LISTING 20         LISTING 21  

Map<String, Optional<Transaction>> cityToHighestTransaction = 
           transactions.stream().collect(groupingBy(
             Transaction::getCity, maxBy(comparing(Transaction::getVal
ue))));

LISTING 19         LISTING 20         LISTING 21
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ように指定しています。そのため、
生成されるMap のキーは都市で
す。通常の基本的な groupingBy
を使用する場合には、Map の各
キーに対して、List<Transaction>
が値として返されると期待します。 
しかしここでは、追加コレク
タの summingInt() も渡していま
す。このメソッドにより、都市
に関連付けられた取引の総額が
計算されます。その結果、都市
と、その都市の取引総額をマッ
プしたMap<String, Integer> が
返されます。実に優れた表現方
法です。基本的なバージョンの
groupingBy(Transaction::getCity)

は、単に groupingBy(Transaction::

getCity, toList()) の省略形だと考え
てください。
別の例を見てみましょう。都市
ごとの最高額の取引から成るMap
を生成する場合はどうでしょうか。
ご想像のとおり、この場合は先ほ
ど定義を示したmaxByコレクタを
再利用できます（リスト20）。
Stream APIは本当に表現豊かで
あり、興味深い問合せを簡潔に記
述できます。コレクションの繰り返
し処理に戻ることはもうできない
でしょう。 
最後に、さらに複雑な例を見て
いきます。すでに説明したとおり、
groupingBy は、追加の分類条件
に従って要素を蓄積するために、
別のコレクタ・オブジェクトを引

数に取ることができます。そして、
groupingBy自体もコレクタである
ため、ストリームの要素を分類す
るための第 2の条件を定義する別
の groupingByコレクタを渡して、
多段階のグループ化を行うことが
できます。 
リスト21のコードでは、まず取
引を都市別にグループ化し、さら
に、それぞれの都市での取引をそ
の通貨別にグループ化して各通貨
の取引額の平均値を取得していま
す。図 5に、このメカニズムにつ
いて示します。
独自のコレクタの作成：前項ま
でに紹介したコレクタはすべて、
java.util.stream.Collector インタ
フェースの実装クラスです。した
がって、開発者が独自のコレクタ
を実装して、「カスタマイズされた」
リデュース操作を定義することも
可能です。ただし、独自のコレク
タの実装は別の記事を十分書ける
ほど大きなテーマであるため、本
記事では取り上げません。 

まとめ
本記事では、Stream API の高度
な操作であるflatMapとcollect の

2 つについて詳しく説明しました。
いずれも表現豊かなデータ処理の
問合せを記述するために開発者が
習得しておきたいツールです。 
特に、collect メソッドを使用す
れば、集計、グループ化、分割の
各操作を表現できることを確認し
ました。さらに、これらの操作を
組み合わせて、たとえば「各都市
での通貨別の平均取引額を格納し
た 2階層のMapを生成する」と
いった、いっそう表現豊かな問合
せを作成できます。 
本記事では標準で利用でき
るすべての組込みコレクタを確
認したわけではありません。ぜ
ひ皆さんで Collectorsクラスを
調査し、mapping()、joining()、
collectingAndThen() などの有益で
あろうコレクタを試してみてくださ
い。</article>
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Classification function

1st level Map

2nd level Map

Transaction::getCurrency

Transaction::getCitytransactions

London Hong Kong San Francisco

London Hong Kong San Francisco

GBP EUR USD

10000 5000 6000

GBP EUR USD

8000 2000 9000

GBP EUR USD

3000 2000 10000

図5

Map<String, Integer> cityToSum = 
           transactions.stream().collect(groupingBy(
             Transaction::getCity, summingInt(Transaction::getValue)));
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