オ

ラクルのJava言語アーキテクトBrian
GoetzほどJavaプラットフォームを熟
知している人はほとんどいない ので
はないでしょうか。JavaチャンピオンのDick
Wall氏は、Javaに関する新たな知見をどこから
得ているかと尋ねられ、
「 Brian Goetzと話せ
ばいつも面白い話が聞ける」と語っています。
Goetzは、ベスト・プラクティス、プラット
フォームの内部仕様、並行処理プログラミン
グなどをテーマに80を超える記事を発表し
ています。また、2006年のJolt Awards
最終選考に残り、2006 JavaOneカンファ
レンスで 最 多 販 売 部 数を記 録した『 J a v a
Concurrency in Practice』の主著者でもあ
ります。2006年8月にSun Microsystems
に入社する前はソフトウェア・コンサルタント
として、Javaテクノロジーに関する執筆活動
だけでなく、カンファレンスでのたびたびの講
演や、スレッド、Javaプログラム言語のメモリ・
モデル、ガベージ・コレクション、Javaテクノ
ロジーのパフォーマンスに関する通説などを
テーマにプレゼンテーションも行ってきた経歴
の持ち主です。

写真： BOB ADLER
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Java SE 8で導入されるラムダ式の重要性に
ついてJava言語アーキテクトのBrian Goetzに
聞く JANICE J. HEISS
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Project Lambdaの展望
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Java Magazine: Project Lambdaの導
入により、
「平均的な」Java開発者にはどのよ
うなメリットがありますか。Project Lambda
の お か げ で で きる、逆 に言 えば P r o j e c t
Lambdaがなければできない、具体的なケー
スについて教えてください。
Goetz: Javaはすでにチューリング完全であ
るため、言語機能を追加してもプログラム・セッ
トで表現できる幅は広がらないという考え
方もあります。しかし、実践の場となると話は
まったく別です。ある言語でどのような機能を
利用できるかによって、その言語で簡単かつ
きれいに表現できるプログラムが決まります。
そしてこの簡単かつきれいに表現できるとい
う点こそが重要です。なぜなら、開発者が人間
であるからです。生産的な言語とは、多くの場
合、明白な解決策や簡単な解決策と良い解決
策とが一致する言語です。人間はもともと怠
惰なため明白で簡単な解決策を選んで失敗し
がちですが、それが良い選択肢と一致してい
れば問題は起きませんから。
平均的な開発者の場合は、新しいコレク
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特に違いはないように見えるかもしれませ
んが、ある非常に重大な変更が加えられてい
ます。それは、計算の構造がライブラリによっ
て制御されているということです。利用側で
は処理の対象を指定する必要はありますが、
処理の方法については指定していません。内
部イテレータの良いところは、この「方法を
知らなくてよい」という点にあります。たとえ
ば、ライブラリで並列処理を使用する、あるい
は複数の要素をより効率的な順序で処理す
るためにライブラリで把握しているメモリ内
のデータの位置情報を利用するといったテク
ニックを駆使して、正しい答えをより早く得る
ことができます。
（このようなテクニックを実
行すべきかどうか、いつ実行するのか、
どのよ
うに表すのかは依然として難しい問題です。
しかし、少なくとも内部イテレータ・モデルで
for (Person p : people) {
は、外部イテレータ・モデルでは決してできな
いことを実現できます。）
ライブラリを開発す
// pを使用して処理を実行
る目的は、専門家が記述するコードを再利用
}
できるようにすることです。そのため、
「どのよ
この記法は外部イテレータと呼ばれます。 うに処理を行うか」
という方法の詳細をより多
外部イテレータは非常に単純ですが、コレク くライブラリに移すほど、そのライブラリの表
ションの各要素に対する処理とは関係のない
現力と性能は向上します。
付随的な部分も多く含まれています。外部イ Java Magazine: ラムダ式の導入により、
テレータは本質的に順次処理であり、要素を ライブラリの性質はどのように変わりますか。
コレクションに格納されている順に処理しな Goetz: ラムダ式を導入すると、計算の制御
ければなりません。さらに、コレクションを利 はライブラリ側で行いながら、利用側でより
用する側がイテレータの構造を理解している 簡単にカスタマイズできるAPIの開発が可能
必要があります。一方、内部イテレータを使用 になります。そして結果的に、利用側では、よ
すると、各要素に適用する何らかの振る舞い り少ない手順でラムダ式を効果的に使用で
を、利用側からコレクションに渡すことができ きるようになります。ラムダ式の導入による
ます。たとえば、次のように記述します。
こうした変化はJava言語開発者の作成する
APIに影響し、それによって現場で記述される

JAVA TECH

people.forEach(p -> { /* pを使用して
処理を実行*/ });

ABOUT US

「生産的な言語とは、
多くの場合、明白な解
決策と良い解決策とが
一致する言語です」と
語る Java 言語アーキ
テクトの Brian Goetz

ション操作APIの使用を通じて初めてラムダ
式を使用するケースが多いでしょう。Project
Lambdaは単なる言語機能ではなく、ライブ
ラリも対象としています。言語機能とライブラ
リが一体となって、Javaプログラミング・モデ
ルを大幅にアップグレードします。
ラムダ式（クロージャとも呼ばれます）が
Java言語に追加されることで、開発者、特に
APIの設計者は、より洗練された方法で振る
舞いを抽象化できるようになります。Javaに
はすでに振る舞いを抽象化する方法がいくつ
かありますが、ラムダ式は簡潔に記述できる
ため、自然に書けるコードという観点で考え方
を根本的に変えるものとなることは間違いあ
りません。
コレクションについて考えてみましょう。コ
レクションに含まれる複数の要素を列挙する
には、イテレータを用意して、そのイテレータ
から各要素を取得します。この操作は、次のよ
うなfor-eachループで自動的に行われます。
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people.ﬁlter(p -> p.getAge() > 65)
.map(p -> p.getGroup())
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コレクションへデータを出し入れするために、
何度もデータをコピーしています。そして、何
を行っているかを把握するためには、
コードを
注意深く読まなければなりません。
Project Lambdaを導入したコレクション・
ライブラリを利用すれば、
この計算をもっと簡
潔に表現できます。

.forEach(g -> System.out.println(g.
getName());

Java SE 8 のラムダ式の
開発に奔走する Goetz

Javaコードの性質も影響を受けます。また、
ツールボックスでラムダ式を利用することで
APIの「浸透性」が高まるという考え方もでき
ます。外部イテレータでは、ライブラリの振る
舞いと利用側とは厳密に区別されています。
つまり、ライブラリはデータを一度に1要素ず
つ渡し、利用側はただそのデータを受け取り
ます。一方、内部イテレータでは利用側とラ
イブラリがより細かい粒度で振る舞いを分担
し、それぞれにもっとも適した要素を提供し合
います。
たとえば、
「65歳以上の社員が1名以上い
るグループを検索し、グループの人数の少な
い順に出力する」という問題について考えて
みましょう。現時点では次のようなコードを記
述できます。
List<Employee> people = …
Set<Group> groups = new HashSet<>();

ORACLE.COM/JAVAMAGAZINE / SEPTEMBER/OCTOBER 2012

for (Person p : people) {
if (p.getAge() >= 65)
groups.add(p.getGroup());
}
List< Group> sorted = new
ArrayList<>(groups);
Collections.sort(sorted, new
Comparator<Group>() {
public int compare(Group a, Group b)
{
return Integer.compare(a.getSize(),
b.getSize());
}
});
for (Group g : sorted)
System.out.println(g.getName());

これは何とも見づらいコードです。groups
やsortedといった、中間的な結果のみを保持
するためだけの使い捨てのような変数がいく
つかあります。問題の内容に特化して書かれ
ているため、問題を少し変えるだけで、コード
には大幅な変更が必要になります。中間的な

この例では余分な変数はなく、計算を上か
ら下に追って読めば状況を正しく理解でき
ます。このコレクション・ライブラリによって、
ユーザーは細々とした関数の計算をパラメー
タ化できます。このパラメータ化という機能
が、ユーザーの作業を簡単にする
（多くの場合
は効率的にもする）
ようなライブラリ設計の原
動力となっています。さらに、この例の場合、
問題の内容を少し変えた程度では、コードに
必要な変更は少なくて済む可能性が高いの
です。
Java Magazine: Project Lambdaの恩
恵をもっとも受けるのはどのようなJava開発
者ですか。
Goetz： 最終的にはだれもが恩恵を受けるこ
とになります。ライブラリ設計者は、API設計
のよりよい手段が得られますし、ユーザーはよ
りリッチなライブラリを利用できます。また、
組織では性能に優れた強力なライブラリを利
用しやすくなります。
Java Magazine: Project Lambdaを導
入するためにもっとも大きな労力が必要にな
るのはどのような種類の開発者、
またはどのよ

ABOUT US

.sorted(comparing(g -> g.getSize())

JAVA TECH

.removeDuplicates()
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のフォーク/ジョイン・フレームワークが追加さ
れました。一方で、逐次アルゴリズムと並列ア
ルゴリズムではソース・コードが大きく異なり
ます。
「65歳以上の社員がいるグループ」の
問合せの並列実行をフォーク/ジョインを使用
して記述したコードは、作成者以外にはなか
なか理解できません。コーディングの量は1
ページにも及び、同じ問題を順次的に実行す
るコードとはかけ離れたものになります。
並列処理もまたライブラリの中に移すこと
うな状況に置かれた開発者ですか。特定の条
のできる機能の1つですが、
このライブラリへ
件下で、Project Lambdaが導入されること の並列処理の移動は、外部イテレータ・モデル
で開発者の仕事が難しくなる可能性はあるの から内部イテレータ・モデルに変更することで
でしょうか。
可能になります。先ほどの問合せを少し変更
Goetz: 変化には必ずコストが伴います。 すると、次のようにパラメータ化できます。
Project Lambdaは単なる新しい構文の問
題ではありませ ん。いくつかの新しい概念
people.parallel()
.ﬁlter(p -> p.getAge() > 65)
が導入されているため、開発中のコードで
.map(p -> p.getGroup())
Project Lambdaの新しい機能を利用す
.removeDuplicates()
る予定がない場合でも、開発者はJavaコー
.sorted(comparing(g -> g.getSize())
ドを読めるようになるためだけに、Project
.sequential()
Lambdaを学ぶ必要があります。また、コア・
.forEach(g -> System.out.println(g.
ライブラリに対して大幅に機能が追加される
getName());
ため、その追加機能についても学ぶ必要があ
ります。
しかし、Project Lambdaによる生産
性と表現力の向上は、
これらのコストを補って
変 更したのは、p a r a l l e l ( ) の 呼び出しと
余りあるはずです。
sequential()の呼び出しを挿入した個所だけ
Java Magazine: Project Lambdaと並 です。これで、ﬁlter/map/sortを並列実行で
列処理の関係について教えてください。
きるようになります。最終的に複数の要素を
Goetz: これまでに挙げたいくつかの例は、 順に処理したい場合には、逐次モードに戻しま
より多くのことを表現できてエラーは起こり す。この例からも明らかですが、ライブラリに
にくいようなコードを実現するライブラリの構 並列実行を追加する作業が必要になるもの
築に関するものでした。この点は確かに重要
の、内部イテレータ・モデルを使用することで、
な目標の1つです。しかし、もう1つ重要な目 少なくとも並列実行が可能になります。
標があります。それは、ハードウェアの並列処
Java Magazine: Javaライブラリが古く
理を活用するためのハードルを下げることで なるという問題に対して、Project Lambda
す。Java SE 7では、多数のCPUコアで効率 はどのように対応しますか。
的に実行できるアルゴリズムを開発するため Goetz: Java 1.2でJava Collections

根本的な変革
ラムダ式は簡潔に記述でき
るため、自然に書けるコー
ドという観点で考え方を根
本的に変えるものとなるこ
とは間違いありません。
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能がありますが、拡張メソッドは
は遅延評価と呼ばれます。先行計
遅くても問題
静的メソッドです。これに対して、
算か遅延計算かを選択できる点
なし
Javaのデフォルト・メソッドは仮
もまた、内部イテレータ・モデルを
遅延には、パ
想メソッドです。C++では、多重
使用するライブラリで得られる実
フォーマンス
継承が制限されていません。一
装の柔軟性の1つです。
上の大きな利
方、デフォルト・メソッドでは振る舞
遅延には、パフォーマンス上の
いは多重継承できます（Javaで 点があります。 大きな利点があります。フィルタ
はこれまでも型の多重継承は可
リングを先行して行う場合には、
フィルタリン
能でした）が、状態の多重継承は グを先行して
入力の全要素で条件を評価する
できません（状態の多重継承は、
行う場合には、 必要があります。しかし、1つ目の
C++の継承に関する多くの問題
結果だけがほしいのに、
リストに
入力の全要素
の原因となっています）。Scala
100万個もの要素が含まれてい
で条件を評価
にはトレイトがありますが、デフォ
るとどうなるでしょうか。この場
する必要があ
ルト・メソッドはトレイトよりも限定
合、多くの時間を無駄にしてしま
ります。
的です。これらの言語間の差は言
います（遅延では、無限のデータ・
語開発者の目的が異なるために
セットに対する計算も可能になり
生まれます。Javaでデフォルト・メ
ます）。遅延を実現するためには、
ソッドを追加する第一の目的は、
filter()メソッドが、すべての要素
インタフェースを進化させることでした。
を含むコレクションではなく、ストリームを返
Java Magazine: roject Lambdaを導入 す必要があります。ストリームはイテレータに
した新しいコレクションの例を見ると、
「遅延」 似て、空になるまで値を引き出すことができま
と「ストリーム」という2つの概念が浮かび上 すが、実際に次の要素を要求しない限り、フィ
がります。遅延とは何で、ストリームとは何で ルタリングが行われることはありません。計算
しょうか。
処理をストリームとしてモデリングすることに
Goetz: 遅延とは、処理の実行タイミングに よって、フィルタリングやマッピングなどを行
関係する概念です。次のコードを見てみましょ う際にデータを中間コレクションに詰める必
う。
要がなくなります。その代わりに、流れてくる
値に対して処理を実行できます。そのため、
bobs = people.ﬁlter(p ->
前述のような問合せのコードが読みやすくな
るばかりか、効率性も高まります。
「65歳以上
p.getFirstName().equals("Bob"));
の社員のいるグループ」の順次問合せの例で
このフィルタリングが実際に行われるのはい は、すぐに破棄することになる中間コレクショ
つでしょうか。選択肢は2つあります。filter() ンに要素を設定する必要がなくなります。ま
メソッドから制御が戻るときにすべてのフィ た、並列化した場合は、
フィルタリング、マッピ
ルタリングを終えるか、bobsから要素を引き ング、並べ替えを行う場合に、それぞれ個別の
出すときにフィルタリングを実行するかです。 パスを用意することなく、1本の並列パス内で
制御が戻る際に実行する場合は先行評価、 実行できます。遅延はこれらの特徴を実現で
bobsから要素を引き出す際に実行する場合 きる機能です。
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Frameworkが追加されて以来、約15年も
の間、核となる抽象化の手法（Set、List、
Map）は変更されていません。これは、イン
タフェースを一度公開すると、既存の実装ク
ラスを壊すことなくインタフェースに新しい
機能を追加することは不可能であるためで
す。皮肉にも、Java言語にラムダ式を追加す
ることで、この問題はさらに深刻になります。
ラムダ式を利用できるようになれば、すぐに
Collection.forEachなどの新しいメソッドを
使用したくなるものです。
（言語機能の追加は
常に、既存のAPIに圧力をかけることになりま
す。たいていの場合、既存のAPIには、開発当
初にその言語機能が存在したならば違う方法
で記述されたであろうコードが含まれるから
です。）
Javaにラムダ式を追加することで、もとも
と古くなっていたJava Collections APIが
さらに古びて見えるという思いがけない結果
となりました。そのため、Project Lambdaで
は、ラムダ式を「デフォルト・メソッド」という別
の機能と組み合わせることにしました。デフォ
ルト・メソッド機能では、インタフェースに新し
いメソッドを追加する際、そのデフォルトの実
装（デフォルト・メソッド）を記述することで、互
換性を維持できます。インタフェースを実装す
るクラスが該当するメソッドを実装していない
場合には、デフォルト・メソッドが代わりに使用
されるためです。デフォルト・メソッドはインタ
フェースの他のメソッドと同様、完全な仮想メ
ソッドです。つまり、クラスではメソッドをオー
バーライドしてもしなくてもかまいません。
Project Lambdaではこのデフォルト・メソッ
ドを利用して、既存のAPIに新しいメソッドを
追加し、
ラムダ式を活用しようとしています。
デフォルト・メソッドに類似する機能は他の
言語にもありますが、Javaでのアプローチ
は少し異なります。C#には拡張メソッドの機
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新しい機能を
ライブラリに組み
込む方法を見つけ
出すため、Goetz
氏は多くの困難な
仕事に取り組んで
いる

ンではあらゆる変更ができました。たとえば、
中間結果のコレクションに要素を設定したりコ
レクション自体を変更したりできました。しか
し、2つ目のバージョンでは、利用側から変更
できないため、結果的に間違いが起こりにくく
なります。ハードウェアではマルチコア・システ
ムの導入が進んでいますが、こうした動向に
とっても、可変性の抑制は適しています。
Java Magazine: What open questions in Lambda still have to be dealt
with?
Goetz: Project Lambdaで対処する必要
のある既知の問題はどのようなものですか。
Goetz：ライブラリに関連する作業がまだ多く
残っています。今回、いくつかの例を使用して
機能を説明しましたが、例で示した機能をライ
ブラリに実際にどう組み込むかは検討中の段
階です。</article>

Janice J. Heiss： オラクル
の Java 編集者であり、Java
Magazine のテクノロジー編集者

ABOUT US

Java Magazine: ラムダ式やJava SE 8
の現在の開発段階において、Javaコミュニ
ティからどのようなフィードバックを受けたい
ですか。どのような質問であれば答えてみた
いと思われますか。また、コミュニティはどう
すれば開発段階のコードをチェック
できますか。
慎重に対応する
Goetz: コミュニティがProject
几帳面なプログラ
Lambdaにできるサポートとして、
もっとも重要で唯一の方法は、試し
マーは、ラムダ式を
ていただくことです。バイナリをダ
使用してより明確で
ウンロードし、新しいCollections
きれいで読みやすい
の機能やラムダ式をご自身のコー
ドで実際に試して、その結果をご報
コードを記述できま
告ください。
すが、無頓着なプロ
Java Magazine: 一部の開発者
グラマーはおそらく、 は、ラムダ式は非常に優秀ではある
さらにわかりにくく整
ものの、作成者以外がコードを理解
し保守していくことは非常に難しい
理不足で混乱を招く
のではないかと心配しているよう
ようなコードを記述し
です。このような心配に対してご意
てしまうでしょう。
見をいただけますか。
Goetz: 記述されたコードの理解
と保守はリスクではありますが、こ
れはラムダ式がなくても存在するリ
スクです。非常に明解できれいな読
みやすいコードをJavaで記述することは可能
です。そして、わかりにくく整理不足で混乱を
招くようなコードを記述することもまた可能な
のです。几帳面なプログラマーはラムダ式を
活用して、
より明解できれいな読みやすいコー
ドを記述できますが、無頓着なプログラマー
はおそらく、
これまで以上にわかりにくく、整理
されておらず、混乱を招くようなコードを記述
してしまうでしょう。
JDK 8で予定されている変更の隠れたメ
リットとして、可変性が穏やかに抑制されるこ
とがあります。前述の例では、
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• Project Lambda
• Project Lambdaバイナリのダウンロード
• JSR335：Lambda Expressions
for the Java Programming
Language（Javaプログラミング言語のラ
ムダ式）
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