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1 はじめに

近年，スマートフォンやタブレット等，モバイル端末の

普及が進み，ネイティブアプリの利用者が増加している．

かつてのWeb ページにおけるインタラクションは，デー

タ更新のために長いフォームをバックエンドに送る必要が

あり，リアルタイム性を求められなかった．しかし，モバ

イル端末の普及により，高度なリアルタイム性が求められ

るようになった．例えば，コンテンツを”いいね”すると，

リアルタイムで他のユーザに反映される．このような機能

の実現には，到来順序が予測不能である外部イベントへの

対応処理や，バックエンドにおける自動的なデータ変更の

保存，反映が必要である．

そこで，リアクティブプログラミングというプログラミ

ングパラダイム 1) が注目を集めている．リアクティブプ

ログラミングは，前述した外部イベントへの複雑なイベ

ント操作を，抽象化して記述することができる．ゆえに，

GUI での入出力処理や非同期通信処理を実装する際に最

適なプログラミングパラダイムとされている．本稿では，

リアクティブプログラミングの概要，メリットおよび具体

的な利用事例を述べる．

2 リアクティブプログラミング

2.1 概要

リアクティブプログラミング（以下，RP）とは，1997年

に登場したプログラミングパラダイムであり，時間や外部

の入力とともに変化する値や計算によるデータの流れ（ス

トリーム）に着目している手法である．データストリーム

に対し，プログラム側が自動的に反応，処理してくれる．

つまり，システム（言語やライブラリ）がユーザから見え

ないところでデータに反応する，いわゆるデータ駆動型の

プログラミング手法である．ストリームとなった RPにお

けるデータの様子や処理の様子を模擬的に可視化する手法

として，マーブルダイアグラムがある．Fig. 1に，マーブ

ルダイアグラムを用いたデータ処理の様子を示す．
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Fig.1 マーブルダイアグラム

マーブルダイアグラムは，時間経過に伴い，データスト

リームとして流れるデータの変化を，丸や四角などの図形

や矢印を用いて可視化した図である．例えば，Fig. 1のよ

うに，時間軸に沿って丸や四角など様々なデータが流れて

くることを考える．この場合，filter{○ }という関数を用
いることで，丸のデータのみを抽出することを可能とする．

マーブルダイアグラムは，特に複数のタイムラインを扱う

ものに対し，時間の遷移とともに生じるデータの変化を表

現できる．

2.2 データ定義の抽象化

RPが扱うデータの定義として，「behavior」と「event」

がある．behaviorは時間関数として与えられ，時間ととも

に連続変化する値である．eventは，時間と値の組を示し，

ある時間において behavior に働きかける離散的な値であ

る．behaviorは，event同士の関係を表す．時間順に並ん

だ進行中の eventをストリーム上に発行し，それに伴う処

理を定義する．RP はデータに behavior と event の抽象

化を当てはめ，処理を記述していく．Fig. 2に，behavior

と eventの関係を表す簡易図を示す．
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Fig.2 behaviorと eventの関係

Fig. 2 では，一例として離散的に生じる event に x，y

を定義し，時間軸に沿って変化しうる behaviorを z=x+y

と定義している．離散的に xや yを代入変更する eventが

生じると同時に，その変化を behavior である z が受け取

り，リアルタイムで自動的に変化する．RPでは変化した

データのみを計算対象とするため，変化していない部分に

関わる再計算を行う必要はない．

2.3 pullベース，pushベース

RPでは，データ処理を生産側と消費側に分かれて行う．

生産側は外部イベントにより値の変化を生み出す部分であ

り，消費側はその変化した値を基に新たな処理を行う部分

である．その 2者間でストリームに沿って，データ変化の

伝播を行う．生産側と消費側の間で，データの変化の伝播

を始める基準として，pull ベースのものと，push ベース

のものに分けることができる．Fig. 3に，pullベース及び

push ベースに基づく，生産側と消費側間のデータフロー
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の模式図を示す．

Fig.3 pullベースおよび pushベース概念図

pull ベースは消費側が計算処理にデータを要求する際

に，pullを行うという柔軟性を備えている．つまり，デー

タの需要に対して，データを生産側から受理する．pull

ベースの RP言語は Franや New Fran，Yampaなどがあ

る．一方，pushベースは生産側が新たなデータを生成した

際，そのデータに依存する消費側の計算処理へデータを押

し出す．つまり，データの伝播はデータの需要関係なしに

新しいデータの可用性により行われる．pushベースの RP

言語は Flapjax，Scala.React，.NET Rx2) などがある．

各モデルの特徴としては，pullベースは eventの発生と

それに対する反応の発生間にタイムラグが生じる．そのた

め，時間経過とともに連続的に変化する eventに対してサ

ンプリングが行われるリアクティブシステムで有効に機能

する．一方で，push モデルは無駄な再計算を行う必要が

あるが，event配送遅延はないため，瞬間的な反応が求め

られるシステムで有効である．

2.4 RPのメリット

RPのメリットは以下の 3つである．

• モジュール性の向上
RP では，2.2 節で述べたようにデータの生産側と

消費側が分かれている．生産側は，データを渡すまで

がメイン処理となり，消費側の処理を意識する必要

はない．ゆえに，生産側と消費側それぞれ内部での処

理を隔離できる．これにより，生産側と消費側では，

一方の変更によって他方を設計し直す必要がなくな

り，モジュール性が高くなる．モジュール性の向上に

より，高拡張性のアプリケーション開発や，マイクロ

サービスなどの分散システムで稼働するプログラムに

適する．

• 非同期通信と状態自動更新に最適
外部イベントが生じるタイミングは，予測不可能で

あることから，イベント駆動アプリケーションは状態

管理が容易でない．しかし RPでは，イベントを基に

データストリームが時間軸に沿って，生産側から消費

側へ送られることで，そのイベントに依存する計算の

みを再計算する．ゆえに，イベントの順序と計算処理

の依存関係を考慮する必要がない．これにより，デー

タを非同期に処理することができる．また，各システ

ムの状態の自動更新行うことができる．イベントで溢

れるフロントエンドやアプリ，バックエンドにおける

サーバーサイドの並行処理，データベースの更新に用

いられる．

• コーディングの簡素化
非同期処理の実現には，コールバックベースのプロ

グラムが存在する．しかし，実行順が予測できないう

えに，コールバック関数は返り値が null 値であるた

め，実行後コールバックが呼び出されるまで出力が何

もない．ゆえに，副作用に頼った手続きの実行順序付

けを行う必要がある．RPでは，手作業で制御フロー

を編成する必要がなく，正確な並行処理を実装するこ

とが可能となる．また，コールバックベースのプログ

ラミングでは，多重呼び出しによる極端なネストが深

まってしまうが，RPを用いることで極端なネストを

回避できる．

3 RPの具体事例

実際に RP を用いてサービスを展開している企業に

Netflix株式会社がある．

Netflix株式会社は，pushベースである RxJavaを用い

ている．RxJavaは，Rxの Java移植であり，オブジェク

ト指向型言語に RPのメリットを持ち込まれたライブラリ

である．RxJavaではフィルタリング，選択，変換，結合お

よび構成が可能な演算子の集合を提供することによって，

効率的な実行および構成を提供している．また，引数に関

数型インターフェースを引き取るメソッドを利用するた

め，関数型プログラミング同様，関数を組み合わせること

で，データ変換やフィルタなどを柔軟に組み立てることが

できるメリットがある．RxJava を用いることで，一般的

なスレッドセーフと同期への懸念をせず，サーバーサイド

の同時実行性を活用できる．API サービス層の実装では，

並行処理プリミティブを制御することができるため，クラ

イアントコードを壊すことなく，システムの性能を向上す

ることができる．

4 今後の展望

スマートフォンを通した SNSの普及に伴い，GUIや IT

インフラ，そしてビックデータ処理など，様々な場面にお

いてリアクティブなシステムは浸透しつつある．RPによ

り，今まで複雑であったアプリケーション設計が容易に設

計できるようになることが期待できる．また，サービス開

発においても，今後 RPの恩恵を受け，新たなサービスが

開発されていくことが期待できる．

フロントエンドとバックエンドの両方において RP の

パラダイムは非同期通信において有効であり，モバイル端

末におけるシステムがリアルタイム性を重要視することか

ら，システム開発にRPの導入が進んでいくと予想される．

参考文献
1) プログラミングパラダイムを知る—日経 BP 社,

http://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00208/

031300001/，参照 Apr.12, 2018

2) 第 1回 Reactive Extensionsの概要と利用方法—ITmedia,

http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/introrx/introrx 01/

introrx 01 01.html，参照 Apr.10, 2018

10


