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新しい言語機能が登場して、既存のコード・パターンやイディオムが
使われなくなることがよくあります。たとえば、Java 5でfor-each

ループが導入されると、多くの明示的イテレータが使われなくなりまし
た。for-eachループの方がエラーが発生しにくく、簡潔であるからです。ま
た、Java 7でダイヤモンド演算子（<>）が導入されると、インスタンス生成
時の明示的な総称型の利用も減りました（そしてゆっくりと、Javaプログラ
マーたちが型推論を使うようにと導いています）。本記事では、ラムダ式
を使用して、いくつかのプログラミング・パターンの実装に必要なコードを
どのように削減できるかを説明します。本記事の内容を理解するために
は、ラムダ式の基礎的な知識が必要になります。 

ある特定の種類のパターンは、デザイン・パターンと呼ばれます。デザ
イン・パターンは、いわば再利用することのできる設計図のようなもので、
ソフトウェアを設計する際によくある問題を解決するために利用できま
す。建築技術者が、特定のシナリオに対応する橋（つり橋、アーチ橋など）
を造るための再利用可能な一連のソリューションを持っているというよう
なこととやや似ているかもしれません。たとえば、ビジター・デザイン・パ
ターンは、アルゴリズムと、その動作に必要な構造を分割する一般的なソ
リューションです。また、シングルトン・パターンは、クラスのインスタンス
化を1つのオブジェクトのみに制限する一般的なソリューションです。

ラムダ式は、プログラマーの道具箱にある、さらにもう1つの新しい
ツールです。ラムダ式は、多くの場合、デザイン・パターンでは解決しにくい
問題に対する別のソリューションをシンプルな形で提供できます。多くの
既存のオブジェクト指向デザイン・パターンは、ラムダ式を使用した場合
に冗長になることも、より簡潔に書けることもあります。ここでは、次のデ
ザイン・パターンを取り上げます。

■■ ストラテジ
■■ テンプレート・メソッド
■■ オブザーバ
■■ ファクトリ
これらの各デザイン・パターンで対処しようとする問題を、ラムダ式による
別の方法でどのように解決するかについて説明していきます。

ストラテジ・パターン
ストラテジ・パターンは、実行時に選択できる一連のアルゴリズムを表す
一般的なソリューションです。このパターンは、複数の基準で入力を検証
する、複数の手法で入力の解析や整形を行うなど、さまざまなシナリオに
適用できます。
図1に示すように、ストラテジ・パターンは3つの部分で構成されてい

ます。
具体的に挙げてみます。 

■■ アルゴリズムを表す1つのインタフェース（Strategyインタフェース）
■■ さまざまなアルゴリズムを表す1つまたは複数のインタフェー
スの具体的な実装（具象クラスConcreteStrategyAおよび
ConcreteStrategyB）

■■ ストラテジ・オブジェクトを使用する1つまたは複数のクライアント
例として、テキスト入力が適切な書式になっているかどうかを複数の

基準（たとえば、 
すべて小文字である、数値であるなど）で検証したい場合を考えます。ま
ず、テキスト（Stringで表されます）を検証するインタフェースを定義しま
す。
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public interface ValidationStrategy {
    boolean execute(String s);
}

次に、そのインタフェースの1つまたは複数の実装を定義します。

public class IsAllLowerCase 
  implements ValidationStrategy {
    public boolean execute(String s){
        return s.matches("[a-z]+");
    }
}

public class IsNumeric 
  implements ValidationStrategy {
    public boolean execute(String s){
        return s.matches("\\d+");
    }
}

すると、これらの複数の検証ストラテジをプログラムで使用できるように
なります。
public class Validator{
   private final ValidationStrategy strategy; 

   public Validator(ValidationStrategy v){
       this.strategy = v;
   }

   public boolean validate(String s){
       return strategy.execute(s); 
   }
}

次のコードでは、最初の例がfalse、 
2番目の例がtrueを返します。

Validator v1 =  
    new Validator(new IsNumeric());
System.out.println(v1.validate("aaaa"));
 
Validator v2 =  
    new Validator(new IsAllLowerCase());
System.out.println(v2.validate("bbbb"));

ValidationStrategyは関数インタフェースであることに注目してくださ
い。つまり、別々のストラテジを実装する複数の新しいクラスを宣言する
のではなく、ラムダ式を直接渡して簡潔に書くことができます。

// ラムダ式を使用
Validator v3 =  
  new Validator((String s) ->  
       s.matches("\\d+"));
System.out.println(v3.validate("aaaa"));

Validator v4 =  
  new Validator((String s) -> 
      s.matches("[a-z]+"));
System.out.println(v4.validate("bbbb"));

おわかりのように、ラムダ式を使うと、ストラテジ・デザイン・パターンにつ
いて回る定型コードを削除できます。ラムダ式はコード（すなわちストラ
テジ）をカプセル化します。考えてみれば、それこそがストラテジ・デザイ
ン・パターンが作られた理由です。そのため、このような問題にはラムダ式

図1： ストラテジ・デザイン・パターン
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を使うことをお勧めします。

テンプレート・メソッド・パターン
テンプレート・メソッド・デザイン・パターンは、アルゴリズムの概略を表し
つつ、その一部を変更できるという柔軟性が必要になる場合に使われる
一般的なソリューションです。言い換えれば、「このアルゴリズムを使いた
いが、目的を果たすためには一部の行を変更する必要がある」というよう
な場合にテンプレート・メソッド・パターンはうってつけです。

このパターンがどのように機能するかという例を見てみます。ここで
は、単純なオンライン・バンキング・アプリケーションを書く必要がある場
合を考えてみます。通常、ユーザーが顧客IDを入力し、アプリケーション
が銀行のデータベースから顧客の詳細情報を取得して、最終的に、顧客
に満足してもらうための何らかの処理を行います。その際、銀行の支店ご
とに別々のオンライン・バンキング・アプリケーションがあれば、支店ごと
のさまざまな方法で顧客を満足させることができます（たとえば、口座に
ボーナスを追加する、送付する書類を減らすなど）。この場合、オンライ
ン・バンキング・アプリケーションを表す次の抽象クラスを書くことができ
ます。

abstract class OnlineBanking {

    public void processCustomer(int id){
        Customer c = Database.getCustomerWithId(id);
        makeCustomerHappy(c);
    }

    abstract void makeCustomerHappy(Customer c);
}

processCustomerメソッドは、 
オンライン・バンキング・アルゴリズムの概略を提供しています。具体的に
は、 
指定したIDの顧客を取得して、その顧客を満足させます。
こうすると、OnlineBankingクラスをサブクラス化して
makeCustomerHappyメソッドの実装を支店ごとに変えることができ
ます。

この問題（アルゴリズムの概略を作成しておき、その一部を実装者
が組み込めるようにすること）も、好みのラムダ式を使って対応できま
す。組み込むアルゴリズムの各種コンポーネントは、ラムダ式またはメソッ
ド参照で表すことができます。

ここでは、processCustomerメソッドの第2引数に、先ほど
定義したmakeCustomerHappyメソッドのシグネチャに一致する
Consumer<Customer>型を追加します。

public void processCustomer(
  int id, Consumer<Customer> makeCustomerHappy){
    Customer c = Database.getCustomerWithId(id);
    makeCustomerHappy.accept(c);
}

こうすると、 
OnlineBankingクラスをサブクラス化しなくても、ラムダ式を渡してさま
ざまな動作を直接組み込むことができます。

new OnlineBankingLambda().processCustomer(1337, 
 (Customer c) -> System.out.println( 
    "Hello " + c.getName());

これも、ラムダ式を使って、デザイン・パターンについて回る定型コードを
削除できる方法の例です。

オブザーバ・パターン
オブザーバ・デザイン・パターンは、あるオブジェクト（対象と呼びます）
が他のオブジェクト（オブザーバと呼びます）のリストに対して何らかのイ
ベント（たとえば、状態の変化）の発生を自動的に通知する必要がある
場合に使う一般的なソリューションです。通常、このパターンは、GUIアプ
リケーションを操作する場合に使用します。ボタン 
などのGUIコンポーネントに一連のオブザーバを登録しておくと、ボタンが
クリックされた際に登録済みのオブザーバに通知され、通知を受け取っ
たオブザーバが特定のアクションを実行できます。しかし、オブザーバ・パ
ターンを利用できるのはGUIだけではありません。たとえば、オブザーバ・
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デザイン・パターンは複数のトレーダー（オブザーバ）が株価（対象）の変
動に対応するような状況にも適しています。図2に、オブザーバ・パターン
のUMLダイヤグラムを示します。

それでは、オブザーバ・パターンが実際にどのように役立つかを見る
ために、コードを書いてみます。ここでは、Twitterのようなアプリケーショ
ン向けのカスタム通知システムを設計し、実装してみます。考え方はシン
プルです。ニュースのツィートをフィードするいくつかの新聞社（The New 
York Times、The Guardian、Le Monde）をサブスクライブしており、ツィ
ートに特定のキーワードが含まれる場合に通知を受けられるようにしま
す。

まず、さまざまなオブザーバをグループ化するObserverインタフェ
ースが必要です。このインタフェースには、notifyというメソッドが1つだけ
存在しています。新しいツィートが出たときに、対象（Feed）によってこの
メソッドが呼び出されます。

interface Observer {
    void notify(String tweet);
}
すると、さまざまなオブザーバ（ここでは3つの新聞社）を宣言し、ツィート
に含まれる各種のキーワードに対応した個別のアクションを実行すること
ができるようになります。

class NYTimes implements Observer{
  public void notify(String tweet) {
    if(tweet != null && tweet.contains("money")){
       System.out.println( 
         "Breaking news in NY! " + tweet);
        }
    }

}
class Guardian implements Observer{
  public void notify(String tweet) {
    if(tweet != null && tweet.contains("queen")){
       System.out.println( 
         "Yet more news in London... " + tweet);
        }
    }
}
class LeMonde implements Observer{
  public void notify(String tweet) {
    if(tweet != null && tweet.contains("wine")){
       System.out.println(
         "Today cheese, wine, and news! " + tweet);
        }
    }
}

まだ重要な部分がありません。対象を表すインタフェースを定義します。

interface Subject{
    void registerObserver(Observer o);
    void notifyObservers(String tweet);
}
register 
Observerメソッドにより、対象に新しいオブザーバを登録できます。ま
た、notifyObserversメソッドにより、ツィートをオブザーバに通知しま
す。次に、フィードを表すFeedクラスを実装します。

class Feed implements Subject{

    private final List<Observer> observers =  
        new ArrayList<>();

    public void registerObserver(Observer o) {
        this.observers.add(o);図2： オブザーバ・デザイン・パターン

Observer

+ notify()

Subject

+ notifyObserver()

ConcreteObserverB

ConcreteObserverA
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    }

    public void notifyObservers(String tweet) {
        observers.forEach(o -> o.notify(tweet));
    }
}

実装はとても簡単です。フィードは、ツィートが到着したときに通知できる
オブザーバのリストを内部的に保持しています。ここまで来れば、対象と
オブザーバをつないでデモ・アプリケーションを作成できます。

Feed f = new Feed();
f.registerObserver(new NYTimes());
f.registerObserver(new Guardian());
f.registerObserver(new LeMonde());
f.notifyObservers(
  "The queen said her favourite book " +  
  "is Java 8 in Action!");

当然のことながら、このツィートは、The Guardianのオブザーバによってピ
ックアップされます。

ところで、どうすればオブザーバ・デザイン・パターンにラムダ式を活
用できるのかと不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。 
Observerインタフェースを実装している複数のクラスが、すべて単一のメ
ソッド notifyを実装している点に注目してください。それらのクラスはす
べて、ツィートが到着した際に実行する動作の一部をラップしているに過
ぎません。ラムダ式は、とりわけ、このような定型コードを削除するために
設計されています。3つのオブザーバ・オブジェクトを明示的にインスタン
ス化する代わりに、実行する動作を表すラムダ式を直接渡すことができ
ます。

f.registerObserver((String tweet) -> {
  if(tweet != null && tweet.contains("money")){
    System.out.println( 
      "Breaking news in NY! " + tweet);
  }

});

f.registerObserver((String tweet) -> {
  if(tweet != null && tweet.contains("queen")){
    System.out.println( 
      "Yet more news from London... " + tweet);
  }
});

それでは、常にラムダ式を使うべきなのでしょうか。答えはノーです。ここ
で示した例は、実行する動作がシンプルであるため、ラムダ式がうまく機
能しており、定型コードの削除に役立っています。しかし、オブザーバは
より複雑なものになる可能性があります。たとえば、オブザーバに状態が
ある場合や、いくつかのメソッドが定義されている場合なども考えられま
す。そのような状況では、クラスを使うべきです。

ファクトリ・パターン
ファクトリ・デザイン・パターンを使うと、クライアントにインスタンス化
のロジックを公開せずにオブジェクトを作成することができます。たとえ
ば、勤めている銀行で融資、債券、株式など、さまざまな金融商品を作成
する方法が必要だとします。

こういった場合、通常は、さまざまなオブジェクトを作成する役割
を持つメソッドが含まれるFactoryクラスを作成します。次に例を示しま
す。
public class ProductFactory {
  public static Product createProduct(String name){
    switch(name){
      case "loan": return new Loan();
      case "stock": return new Stock();
      case "bond": return new Bond();
      default: throw new RuntimeException( 
                "No such product " + name);
    }
  }
}
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ここで、Loan、Stock、Bondは、すべてProductのサブタイプです。 
createProductメソッドには、作成された各商品の設定を行うロジック
を追加することもできます。この方法のメリットは、クライアントにコンス
トラクタや設定を公開せずに各商品のオブジェクトを作成できるようにな
る点にあります。クライアントが商品を作成する操作も簡単になります。

Product p = ProductFactory.createProduct("loan");

ラムダ式でメソッド参照を利用して、メソッドを参照するのと同じようにコ
ンストラクタを参照することができます。たとえば、Loanのコンストラク
タは次のようにして参照できます。

Supplier<Product> loanSupplier = Loan::new;
Loan loan = loanSupplier.get();

このテクニックを使い、商品名をコンストラクタにマッピングするMapを
作って、先ほどのコードを書き換えることもできます。

final static Map<String, Supplier<Product>> map = 
     new HashMap<>(); 

static {
    map.put("loan", Loan::new);
    map.put("stock", Stock::new);
    map.put("bond", Bond::new);
}

これで、このMapを使って、先ほどのファクトリ・デザイン・パターンの場合
と同じようにさまざまな商品をインスタンス化できるようになります。

public static Product createProduct(String name){
    Supplier<Product> p = map.get(name);
    if(p != null) return p.get();
    throw new IllegalArgumentException(
        "No such product " + name);
}

この非常に簡潔な方法により、Java 8の機能を利用して、ファクト
リ・パターンと同じ目的を達成できます。しかし、ファクトリ・メソッド
createProductが複数の引数を受け取って商品のコンストラクタに渡す
必要がある場合、このテクニックではうまく対応できません。その場合
は、単純なSupplierではなく、別の関数型インタフェースを使う必要があ
ります。

以上の例から、通常はラムダ式を適用しようとは思わないかもしれ
ない多くの状況で、ラムダ式を活用できることがおわかりいただけたと思
います。ラムダ式を活用する習慣をつけると、コードが短く、わかりやすく、
書きやすいものになります。 </article>

本記事は、書籍『Java 8 in Action』（Raoul-Gabriel 
Urma、Mario Fusco、Alan Mycroft著）からの抜粋で、許
諾を得て掲載しています。
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