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1: rx-javaをいめる
このセクションでは、rx-javaのなとについてします。
RxJavaは、 Reactive Extensionsの Java VMです。これは、なシーケンスをしておよびイベント
ベースのプログラムをするためのライブラリです。
RxJavaについてのはWiki Homeをごください。

バージョン
バージョン

の

1.x

1.3.0

2017-05-05

2.x

2.1.1

2017-06-21

Examples
インストールまたはセットアップ
rx-javaのセットアップ
1. け
compile 'io.reactivex:rxjava2:rxjava:2.1.1'

2. Maven
<dependency>
<groupId>io.reactivex.rxjava2</groupId>
<artifactId>rxjava</artifactId>
<version>2.1.1</version>
</dependency>

3. アイビー
<dependency org="io.reactivex.rxjava2" name="rxjava" rev="2.1.1" />

4. JFrogのスナップショット
repositories {
maven { url 'https://oss.jfrog.org/libs-snapshot' }
}
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dependencies {
compile 'io.reactivex:rxjava:2.0.0-SNAPSHOT'
}

5. ビルドシステムをせずにjarファイルをダウンロードするがあるは、するバージョンの
Maven pomファイルをのようにします。
<?xml version="1.0"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.netflix.rxjava.download</groupId>
<artifactId>rxjava-download</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<name>Simple POM to download rxjava and dependencies</name>
<url>http://github.com/ReactiveX/RxJava</url>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>io.reactivex</groupId>
<artifactId>rxjava</artifactId>
<version>2.0.0</version>
<scope/>
</dependency>
</dependencies>
</project>

それから、
$ mvn -f download-rxjava-pom.xml dependency:copy-dependencies

このコマンドは、 rxjava-*.jarとそのを./target/dependency/.
Java 6がです。

こんにちは
Hello, World!というメッセージがされますHello, World!コンソールに
public void hello() {
Observable.just("Hello, World!") // create new observable
.subscribe(new Action1<String>() { // subscribe and perform action
@Override
public void call(String st) {
System.out.println(st);
}
});
}

またはJava 8ラムダをする
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public void hello() {
Observable.just("Hello, World!") // create new observable
.subscribe(onNext -> { // subscribe and perform action
System.out.println(onNext);
});
}

RxJavaの
RxJavaのコアコンセプトはObservablesとSubscribersです。 Observableは、 Subscriberそれらをし
ているにオブジェクトをします。
な
Observableは、なデザインパターンをするクラスです。これらのObservableは、がイベントのを

サブスクライブできるようにするメソッドをします。イベントのは、オブザーバブルによってト
リガされます。 Observableがつことができるサブスクライバの、またはObservableがObservableで
きるオブジェクトのにはありません。
えば
Observable<Integer> integerObservable = Observable.just(1, 2, 3); // Integer observable
Observable<String> stringObservable = Observable.just("Hello, ", "World", "!"); // String
observable

ここでは、とばれるなオブジェクトintegerObservableとstringObservable 、ファクトリメソッドか
らされたjustのRxライブラリでします。 Observableはであるため、のオブジェクトをすることが
できます。
Subscriberはです。 Subscriberは、

1つのオブザーバブルのみにサブスクライブできます。
ObservableびしonNext() onCompleted()とonError()のメソッドSubscriber 。
Subscriber<Integer> mSubscriber = new Subscriber<Integer>() {
// NOTE THAT ALL THESE ARE CALLED BY THE OBSERVABLE
@Override
public void onCompleted() {
// called when all objects are emitted
System.out.println("onCompleted called!");
}
@Override
public void onError(Throwable throwable) {
// called when an error occurs during emitting objects
System.out.println("onError called!");
}
@Override
public void onNext(Integer integer) {
// called for each object that is emitted
System.out.println("onNext called with: " + integer);
}
};
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Subscriberもであり、のオブジェクトをサポートできることにしてください。 Subscriberは、オブ

ザーバブルのsubscribeメソッドをびすことによって、オブザーバブルにサブスクライブするがあ
ります。
integerObservable.subscribe(mSubscriber);

をすると、のがされます。
onNext called with: 1
onNext called with: 2
onNext called with: 3
onCompleted called!

の
Observableはなるイベントのれとえることができます。 Observableをすると、onNext、
onComplete、onErrorという3つのリスナーがあります。 ObservableがしいをするたびにonNext
がびされます。Observableがそれののをしたことをすると、onCompleteがびされます。
Observableチェーンのにがスローされた、onErrorがびされます。 Rxにをするには、をして、の
でがこるかをします。はなObservable "Just"のです。
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マーブルには、のをすブロック、したイベントをすバー、エラーをすX、そののがをします。そ
のことをにいて、「ちょうど」がをち、onNextをい、にonCompleteでわることがわかります。ち
ょうど「ちょうど」というがたくさんあります。 ReactXプロジェクトのであるすべてのと、
RexXサイトの RxJavaでのをることができます。 RxMarblesサイトをじたインタラクティブなも
あります 。
オンラインでrx-javaをいめるをむ https://riptutorial.com/ja/rx-java/topic/974/rx-javaをいめる
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2: Android with RxJava
RxAndroidはくのをえたライブラリでした。これは、バージョン0.25.0から1.xにするくのなるラ
イブラリでされています。
1.0よりになをするライブラリのリストは、 ここでされています 。

Examples
RxAndroid - AndroidSchedulers
これはり、AndroidでRxJavaをいめるためになのものです。
あなたのgradleのにRxJavaとRxAndroidをめる
// use the last version
compile 'io.reactivex.rxjava2:rxjava:2.1.1'
compile 'io.reactivex.rxjava2:rxandroid:2.0.1'

RxJavaへのRxAndroidなは、AndroidのメインスレッドまたはUIスレッドのスケジューラです。
あなたのコードで
Observable.just("one", "two", "three", "four", "five")
.subscribeOn(Schedulers.newThread())
.observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
.subscribe(
data -> doStuffOnMainThread(),
error -> handleErrorOnMainThread()
)

または、カスタムLooperスケジューラをすることもできます。
Looper backgroundLooper = // ...
Observable.just("one", "two", "three", "four", "five")
.subscribeOn(Schedulers.newThread())
.observeOn(AndroidSchedulers.from(backgroundLooper))
.subscribe(
data -> doStuffOnMainThread(),
error -> handleErrorOnMainThread()
)

ほとんどのは、のRxJavaのドキュメントをしてください。

RxLifecycleコンポーネント
RxLifecycleライブラリをすると、なサブスクリプションをAndroidアクティビティやフラグメント
ライフサイクルににバインドできます。
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Observableのをれると、メモリリークがし、システムによってされたでアクティビティ/フラグメ
ントアライブイベントがされるがあります。
にライブラリをする
// use the last version available
compile 'com.trello:rxlifecycle:0.6.1'
compile 'com.trello:rxlifecycle-components:0.6.1'

に、 Rx*クラスをします。
•
•
•
•

/ support.RxFragmentActivity / support.RxAppCompatActivity
RxFragment / support.RxFragment
RxDialogFragment / support.RxDialogFragment
RxActivity

support.RxAppCompatDialogActivity

あなたはすべてされていますが、Observableをするとのことがになります
someObservable
.compose(bindToLifecycle())
.subscribe();

アクティビティのonCreate()メソッドでこれをすると、 onDestroy()でにされます。
じことがこる
•
•
•
•

- > onStop()
onResume() - > onPause()
onAttach() - > onDetach() フラグメントのみ
onViewCreated() - > onDestroyView() フラグメントのみ
onStart()

わりに、サブスクリプションをするときにイベントをすることもできます。
アクティビティから
someObservable
.compose(bindUntilEvent(ActivityEvent.DESTROY))
.subscribe();

から
someObservable
.compose(bindUntilEvent(FragmentEvent.DESTROY_VIEW))
.subscribe();

ライフサイクルイベントをするには、メソッドlifecycle()をしてなライフサイクルをすることも
できます。
RxLifecycleはライフサイクルオブザーバブルにすこともできます
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.compose(RxLifecycleAndroid.bindActivity(lifecycle))

SingleまたはCompletableをするがあるは、bindメソッドのにforSingle()またはforCompletableをそ

れぞれするだけでCompletableます。
someSingle
.compose(bindToLifecycle().forSingle())
.subscribe();

Naviライブラリでもできます。

Rxpermissions
このライブラリは、しいAndroid MモデルでRxJavaのをします。
にライブラリをする
Rxjava
dependencies {
compile 'com.tbruyelle.rxpermissions:rxpermissions:0.8.0@aar'
}

Rxjava2
dependencies {
compile 'com.tbruyelle.rxpermissions2:rxpermissions:0.8.1@aar'
}

にするためにRetrolambdaをしますが、ではありません
// Must be done during an initialization phase like onCreate
RxPermissions.getInstance(this)
.request(Manifest.permission.CAMERA)
.subscribe(granted -> {
if (granted) { // Always true pre-M
// I can control the camera now
} else {
// Oups permission denied
}
});

もっとむ https : //github.com/tbruyelle/RxPermissions 。
オンラインでAndroid with RxJavaをむ https://riptutorial.com/ja/rx-java/topic/7125/android-withrxjava

https://riptutorial.com/ja/home

9

3: RxJava2 FlowableおよびSubscriber
き
このトピックでは、rxjava version2でされたフローティングとサブスクライバのにするとドキュ
メントをします。
このではとしてrxjava2がです。されるバージョンのmavenはのとおりです。
<dependency>
<groupId>io.reactivex.rxjava2</groupId>
<artifactId>rxjava</artifactId>
<version>2.0.8</version>
</dependency>

Examples
プロデューサーのバックプレッシャーをサポートするプロデューサーのの
こののTestProducerは、されたのIntegerオブジェクトをし、 Subscriberプッシュします。
Flowable<Integer>クラスをします。しいサブスクライバの、 request(long)メソッドをしてInteger
をおよびするSubscriptionオブジェクトをします。
subscriberされるSubscriptionでは、 subscriber onNext()メソッドをびすrequest()メソッドをこの
onNext()コールからにびすことがonNext()です。スタックのオーバーフローをぐために、では
outStandingRequestsカウンタとisProducingフラグをします。
class TestProducer extends Flowable<Integer> {
static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TestProducer.class);
final int from, to;
public TestProducer(int from, int to) {
this.from = from;
this.to = to;
}
@Override
protected void subscribeActual(Subscriber<? super Integer> subscriber) {
subscriber.onSubscribe(new Subscription() {
/** the next value. */
public int next = from;
/** cancellation flag. */
private volatile boolean cancelled = false;
private volatile boolean isProducing = false;
private AtomicLong outStandingRequests = new AtomicLong(0);
@Override
public void request(long n) {
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if (!cancelled) {
outStandingRequests.addAndGet(n);
// check if already fulfilling request to prevent call
an subscriber .onNext()
if (isProducing) {
return;
}

between request()

// start producing
isProducing = true;
while (outStandingRequests.get() > 0) {
if (next > to) {
logger.info("producer finished");
subscriber.onComplete();
break;
}
subscriber.onNext(next++);
outStandingRequests.decrementAndGet();
}
isProducing = false;
}
}
@Override
public void cancel() {
cancelled = true;
}
});
}
}

こののConsumerはDefaultSubscriber<Integer>をDefaultSubscriber<Integer> 、とにをするとのをし
ます。 Integerをするとしれるので、はプロデューサのためにされます。
class TestConsumer extends DefaultSubscriber<Integer> {
private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TestConsumer.class);
@Override
protected void onStart() {
request(1);
}
@Override
public void onNext(Integer i) {
logger.info("consuming {}", i);
if (0 == (i % 5)) {
try {
Thread.sleep(500);
} catch (InterruptedException ignored) {
// can be ignored, just used for pausing
}
}
request(1);
}
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@Override
public void onError(Throwable throwable) {
logger.error("error received", throwable);
}
@Override
public void onComplete() {
logger.info("consumer finished");
}
}

テストクラスののメインメソッドでは、プロデューサとコンシューマがされ、されます。
public static void main(String[] args) {
try {
final TestProducer testProducer = new TestProducer(1, 1_000);
final TestConsumer testConsumer = new TestConsumer();
testProducer
.subscribeOn(Schedulers.computation())
.observeOn(Schedulers.single())
.blockingSubscribe(testConsumer);
} catch (Throwable t) {
t.printStackTrace();
}
}

このをすると、ログファイルにはコンシューマがにされ、rxjava2のFlowableバッファをリフィル
するがあるにのみプロデューサがアクティブになります。
オンラインでRxJava2 FlowableおよびSubscriberをむ https://riptutorial.com/ja/rxjava/topic/9810/rxjava2-flowableおよびsubscriber
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4: スケジューラ
Examples
な
スケジューラは、にするRxJavaです。スケジューラーはExecutorサービスによってバックアップ
できますが、のスケジューラーをできます。
Schedulerはこのをたすがあります。

• のないタスクをシーケンシャルにするがありますFIFO
• タスクがれることがあります
Schedulerは、の delay

のパラメータとしてすることも、 subscribeOn / observeOnメソッドとともに
することもできます。
のオペレータでは、 Schedulerがのオペレータのタスクをするためにされます。たとえば、 delay
はのをするタスクをスケジュールします。これはでしてするSchedulerです。
subscribeOnはObservableごとに1できます。これは、サブスクリプションのコードがになる
Schedulerをします。
observeOnはObservableごとにできます。これは、 observeOnメソッドのにされたすべてのタスクの

にどのSchedulerがされるかをします。 observeOnはスレッドホッピングをするのにちます。
subscribeOnスケジューラ
// this lambda will be executed in the `Schedulers.io()`
Observable.fromCallable(() -> Thread.currentThread().getName())
.subscribeOn(Schedulers.io())
.subscribe(System.out::println);

のスケジューラでobserveOn
Observable.fromCallable(() -> "Thread -> " + Thread.currentThread().getName())
// next tasks will be executed in the io scheduler
.observeOn(Schedulers.io())
.map(str -> str + " -> " + Thread.currentThread().getName())
// next tasks will be executed in the computation scheduler
.observeOn(Schedulers.computation())
.map(str -> str + " -> " + Thread.currentThread().getName())
// next tasks will be executed in the io scheduler
.observeOn(Schedulers.newThread())
.subscribe(str -> System.out.println(str + " -> " +
Thread.currentThread().getName()));

をしてのスケジューラをする
https://riptutorial.com/ja/home
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のは、 Schedulerをパラメータとしてできます。
Observable.just(1)
// the onNext method of the delay operator will be executed in a new thread
.delay(1, TimeUnit.SECONDS, Schedulers.newThread())
.subscribe(System.out::println);

にする
TestScheduler testScheduler = Schedulers.test();
EventBus sut = new DefaultEventBus(testScheduler);
TestSubscriber<Event> subscriber = new TestSubscriber<Event>();
sut.get().subscribe(subscriber);
sut.publish(event);
testScheduler.advanceTimeBy(1, TimeUnit.SECONDS);

スレッドプール
this.poolName = schedulerFig.getIoSchedulerName();
final int poolSize = schedulerFig.getMaxIoThreads();
final BlockingQueue<Runnable> queue = new ArrayBlockingQueue<Runnable>(poolSize);
final MaxSizeThreadPool threadPool = new MaxSizeThreadPool( queue, poolSize );
this.scheduler = Schedulers.from(threadPool);

なWebソケット
final Subscription subscribe = socket.webSocketObservable()
.subscribeOn(Schedulers.io())
.doOnNext(new Action1<RxEvent>() {
@Override
public void call(RxEvent rxEvent) {
System.out.println("Event: " + rxEvent);
}
})
.subscribe();

オンラインでスケジューラをむ https://riptutorial.com/ja/rx-java/topic/2321/スケジューラ
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5: ユニットテスト
Schedulerメソッドはすべてなので、RxJavaフックをしたテストをじJVMインスタンスでにする
ことはできません。それらがどこにあれば、ユニットテストので1つのTestSchedulerがされます
。にはSchedulersクラスをすることのです。

Examples
TestSubscriber
TestSubscribersをすると、のサブスクライバをしたり、アクションをサブスクライブするをける
ことができます。のがされているかどうか、Observableがしたかどうか、がしたかどうか、

このでは、1,2,3および4がonNextでObservableにされたというアサーションをしています。
TestSubscriber<Integer> ts = TestSubscriber.create();
Observable.just(1,2,3,4).subscribe(ts);
ts.assertValues(1,2,3,4); // Success

assertValuesは、カウントがしいことをアサートします。いくつかのをすだけなら、アサーション

はします。
TestSubscriber<Integer> ts = TestSubscriber.create();
Observable.just(1,2,3,4).subscribe(ts);
ts.assertValues(1,2,3); // Fail

assertValuesは、アサートにequalsメソッドをします。これにより、データとしてわれるクラスを

にテストできます。
TestSubscriber<Object> ts = TestSubscriber.create();
Observable.just(new Object(), new Object()).subscribe(ts);
ts.assertValues(new Object(), new Object()); // Fail

このでは、equalsがされ、Observableのをアサートするクラスをします。
public class Room {
public String floor;
public String number;
@Override
public boolean equals(Object o) {
if (o == this) {
return true;
}
if (o instanceof Room) {
Room that = (Room) o;
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return (this.floor.equals(that.floor))
&& (this.number.equals(that.number));
}
return false;
}
}
TestSubscriber<Room> ts = TestSubscriber.create();
Observable.just(new Room("1", "10")).subscribe(ts);
ts.assertValue(new Room("1", "10"); // Success

また、1つのをチェックするだけでよいので、よりいassertValueをすることにしてください。

すべてのイベントをする
があれば、すべてのイベントをリストとしてねることもできます。
TestSubscriber<Integer> ts = TestSubscriber.create();
Observable.just(1,2,3,4).subscribe(ts);
List<Integer> onNextEvents = ts.getOnNextEvents();
List<Throwable> onErrorEvents = ts.getOnErrorEvents();
List<Notification<Integer>> onCompletedEvents = ts.getOnCompletedEvents();

イベントのアサート
あなたのイベントについてよりなテストをしたいは、あなたのきなアサーションライブラリと
getOnNextEvents またはgetOn*Events をみわせることができます
Observable<Integer> obs = Observable.just(1,2,3,4)
.filter( x -> x % 2 == 0);
// note that we instanciate TestSubscriber via the constructor here
TestSubscriber<Integer> ts = new TestSubscriber();
obs.subscribe(ts);
// Note that we are not using Observable#forEach here
// but java.lang.Iterable#forEach.
// You should never use Observable#forEach unless you know
// exactly what you're doing
ts.getOnNextEvents()
.forEach( integer -> assertTrue(integer % 2 == 0));

テストする

Observable#error

しいクラスがされていることをすることができます
Observable<Integer> obs = Observable.error(new Exception("I am a Teapot"));
TestSubscriber<Integer> ts = new TestSubscriber<>();
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obs.subscribe(ts);
ts.assertError(Exception.class);

また、ながスローされたことをすることもできます。
Exception e = new Exception("I am a Teapot");
Observable<Integer> obs = Observable.error(e);
TestSubscriber<Integer> ts = new TestSubscriber<>();
obs.subscribe(ts);
ts.assertError(e);

TestScheduler
TestSchedulersをすると、ビジーなちやスレッドなど、システムをするがなく、オブザーバブル
のとをできます。これは、でのあるなテストをしたいにはにです。あなたがをしているので、ス
レッドがしたり、テストがいマシンでしたり、をっているをしたりするはなくなりました。
TestSchedulersは、RxJavaのためにスケジューラをとするオーバーロードをしてすることができ
ます。
TestScheduler testScheduler = new TestScheduler();
TestSubscriber<Integer> subscriber = TestSubscriber.create();
Observable.just(1,2,3)
.delay(10, TimeUnit.SECONDS, testScheduler)
.subscribe(subscriber);
try {
Thread.sleep(TimeUnit.SECONDS.toMillis(11));
} catch (InterruptedException ignored) { }
subscriber.assertValues(1,2,3); // fails
testScheduler.advanceTimeBy(10, TimeUnit.SECONDS);
subscriber.assertValues(1,2,3); // success

TestSchedulerはかなりです。これは3つのでされています。
testScheduler.advanceTimeBy(amount, timeUnit);
testScheduler.advanceTimeTo(when, timeUnit);
testScheduler.triggerActions();

これにより、TestSchedulerがのあるのすべてのアクションをするがあるときにできます。
スケジューラーをする、これはどのようにでないかのためにTestSchedulerがにされるではありま
せん。スケジューラをクラスにすことで、しでもくのなコードをすることになります。わりに、
RxJavaのSchedulers.io/ computed/ etcにフックできます。これはRxJavaのフックでわれます。こ
れにより、Schedulerメソッドの1つからコールからされるをできます。
public final class TestSchedulers {
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public static TestScheduler test() {
final TestScheduler testScheduler = new TestScheduler();
RxJavaHooks.reset();
RxJavaHooks.setOnComputationScheduler((scheduler) -> {
return testScheduler;
});
RxJavaHooks.setOnIOScheduler((scheduler) -> {
return testScheduler;
});
RxJavaHooks.setOnNewThreadScheduler((scheduler) -> {
return testScheduler;
});
return testScheduler;
}
}

このクラスをすると、スケジューラへのすべてのコールにされるテストスケジューラをできます
。テストでは、このスケジューラをセットアップするだけでよいでしょう。 TestSchedulerはあ
なたがをめるときにのテストからtriggerActionsをみるかもしれないので、セットアップでそれを
することをくおめします。のは
TestScheduler testScheduler = new TestScheduler();
TestSubscriber<Integer> subscriber = TestSubscriber.create();
Observable.just(1,2,3)
.delay(10, TimeUnit.SECONDS, testScheduler)
.subscribe(subscriber);
testScheduler.advanceTimeBy(9, TimeUnit.SECONDS);
subscriber.assertValues(); // success (delay hasn't finished)
testScheduler.advanceTimeBy(10, TimeUnit.SECONDS);
subscriber.assertValues(1,2,3); // success (delay has finished)

これはあなたがユニットテストからシステムクロックをにりくですなくともRxJavaにすること
オンラインでユニットテストをむ https://riptutorial.com/ja/rx-java/topic/5207/ユニットテスト
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6: レトロフィットとRxJava
Examples
レトロフィットとRxJavaをセットアップする
Retrofit2はのプラガブルメカニズムをサポートしています。その1つはRxJavaです。
RxJavaでレトロフィットをするには、まずレトロフィットRxJavaアダプタをプロジェクトにす
るがあります。
compile 'com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava:2.1.0'

レトロフィットインスタンスをするときにアダプタをするがあります。
Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
.baseUrl("https://api.example.com")
.addCallAdapterFactory(RxJavaCallAdapterFactory.create())
.build();

APIをするのインタフェースでは、りのはObservableなければなりません。
public interface GitHubService {
@GET("users/{user}/repos")
Observable<List<Repo>> listRepos(@Path("user") String user);
}

ObservableではなくSingleをすることもできます。

シリアルリクエストの
RxJavaはシリアルリクエストをうときにです。リクエストのをしてのリクエストをするは、
flatMapをできます。
api.getRepo(repoId).flatMap(repo -> api.getUser(repo.getOwnerId())
.subscribe(/*do something with the result*/);

パラレルリクエストの
zipをしてしてリクエストし、をすることができます。
Observable.zip(api.getRepo(repoId1), api.getRepo(repoId2), (repo1, repo2) ->
{
//here you can combine the results
}).subscribe(/*do something with the result*/);

https://riptutorial.com/ja/home

19

オンラインでレトロフィットとRxJavaをむ https://riptutorial.com/ja/rx-java/topic/2950/レトロフィ
ットとrxjava
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7:
このドキュメントでは、オペレータのなについてします。

Examples
オペレーター、
ObservableからSubscriberへのオブジェクトのれをするために、をすることができます。
Observable<Integer> integerObservable = Observable.just(1, 2, 3); // creating a simple Integer
observable
Subscriber<String> mSubscriber = new Subscriber<String>() {
@Override
public void onCompleted() {
System.out.println("onCompleted called!");
}
@Override
public void onError(Throwable throwable) {
System.out.println("onError called");
}
@Override
public void onNext(String string) {
System.out.println("onNext called with: " + string);
}
}; // a simple String subscriber
integerObservable
.map(new Func1<Integer, String>() {
@Override
public String call(Integer integer) {
switch (integer) {
case 1:
return "one";
case 2:
return "two";
case 3:
return "three";
default:
return "zero";
}
}
}).subscribe(mSubscriber);

はのようになります。
onNext called with: one
onNext called with: two
onNext called with: three
onCompleted called!
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mapは、 Integer

observableをString observableにし、オブジェクトのフローをしました。

オペレーターチェーン
よりなとのために、のをchainedさせることができます。
integerObservable // emits 1, 2, 3
.map(i -> i + 10) // adds 10 to each item; emits 11, 12, 13
.filter(i -> i > 11) // emits items that satisfy condition; 12, 13
.last() // emits last item in observable; 13
// unlimited operators can be added ...
.subscribe(System.out::println); // prints 13

ObservableとSubscriberには、ののをできます。

flatMap
flatMapは、あるイベントをのObservableにするのにちますまたは、イベントを1つ、またはのイベ

ントにします。
これはObservableをすのメソッドをびすときにはなです
public Observable<String> perform(int i) {
// ...
}
Observable.just(1, 2, 3)
.flatMap(i -> perform(i))
.subscribe(result -> System.out.println("result ->" + result);

flatMapシリアライズされますperformことにより、emitedサブスクリプションが、イベントの
performじたことがないかもしれません。したがって、のperformコールからのイベントのににされ

たイベントによってイベントがされるがありますわりにconcatMapをするがあります。
あなたのサブスクライバでのObservableをするは、わりにflatMap をするがあります。なアイデア
は、Observable
えば
Observable.just(1, 2, 3)
.subscribe(i -> perform(i));

のようににきえることができます
Observable.just(1, 2, 3)
.flatMap(i -> perform(i))
.subscribe();

Reactivex.ioのドキュメント http : //reactivex.io/documentation/operators/flatmap.html
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フィルタ
filterをして、メソッドのにづいてストリームからをフィルタリングできます。

つまり、オブザーバからサブスクライバにされるアイテムは、 filterをすにづいてされます。が
のにしてfalseをす、そのはされます。
List<Integer> integers = Arrays.asList(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);
Observable.from(integers)
.filter(number -> {
return (number % 2 == 0);
// odd numbers will return false, that will cause them to be filtered
})
.map(i -> {
return Math.pow(i, 2); // take each number and multiply by power of 2
})
.subscribe(onNext -> {
System.out.println(onNext); // print out the remaining numbers
});

このコードはされます
0.0
4.0
16.0
36.0
64.0

mapをすると、 mapされたののにづいて、ストリームのをなるにmap

。ストリームはしいコピーで
あり、されたのストリームをしません。ストリームのさはストリームのさとじですが、なるタイ
プであるがあります。
.map()されたは、をすがあります。
List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3);
Observable.from(numbers)
.map(number -> {
return number.toString(); // convert each integer into a string and return it
})
.subscribe(onNext -> {
System.out.println(onNext); // print out the strings
});

このコードはされます
"1"
"2"
"3"

このでは、ObservableがList<Integer>けれると、 List<Integer>はパイプラインのList<String>にさ
れ、 .subscribeはString .subscribeます
https://riptutorial.com/ja/home
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doOnNext
ソースObservableがアイテムをdoOnNextたびにびされるdoOnNext。それは、デバッグのためにされ
、されたアイテムにいくつかのアクションをし、ロギングするなど...
Observable.range(1, 3)
.doOnNext(value -> System.out.println("before transform: " + value))
.map(value -> value * 2)
.doOnNext(value -> System.out.println("after transform: " + value))
.subscribe();

のではdoOnNextソースためとばれることはありませんObservableあるため、もしない
Observable.empty()のびしonCompletedした。
Observable.empty()
.doOnNext(item -> System.out.println("item: " + item))
.subscribe();

りし
repeatオペレータは、ソースからのシーケンスをりすことができObservable

。

Observable.just(1, 2, 3)
.repeat()
.subscribe(
next -> System.out.println("next: " + next),
error -> System.out.println("error: " + error),
() -> System.out.println("complete")
);

のの
next:
next:
next:
next:
next:
next:

1
2
3
1
2
3

このシーケンスはりされ、してしません。
シーケンスをrepeat 、をとしてしてオペレータをrepeatます。
Observable.just(1, 2, 3)
// Repeat three times and complete
.repeat(3)
.subscribe(
next -> System.out.println("next: " + next),
error -> System.out.println("error: " + error),
() -> System.out.println("complete")
);
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このでは、
next: 1
next: 2
next: 3
next: 1
next: 2
next: 3
next: 1
next: 2
next: 3
complete

ソースのObservableシーケンスがしたときに、 repeatがソースObservableにすることをすることは
にです。のをObservable.createをってきしてみましょう。
Observable.<Integer>create(subscriber -> {
//Same as Observable.just(1, 2, 3) but with output message
System.out.println("Subscribed");
subscriber.onNext(1);
subscriber.onNext(2);
subscriber.onNext(3);
subscriber.onCompleted();
})
.repeat(3)
.subscribe(
next -> System.out.println("next: " + next),
error -> System.out.println("error: " + error),
() -> System.out.println("complete")
);

このでは、
Subscribed
next: 1
next: 2
next: 3
Subscribed
next: 1
next: 2
next: 3
Subscribed
next: 1
next: 2
next: 3
complete

をする、 repeatがのではなくシーケンスをrepeatことがです。
Observable.<Integer>create(subscriber -> {
System.out.println("Subscribed");
subscriber.onNext(1);
subscriber.onNext(2);
subscriber.onNext(3);
subscriber.onCompleted();
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})
.map(value -> value * 2) //First chain operator
.map(value -> "modified " + value) //Second chain operator
.repeat(3)
.subscribe(
next -> System.out.println("next: " + next),
error -> System.out.println("error: " + error),
() -> System.out.println("complete")
);

このでは、
Subscribed
next: modified
next: modified
next: modified
Subscribed
next: modified
next: modified
next: modified
Subscribed
next: modified
next: modified
next: modified
complete

2
4
6
2
4
6
2
4
6

このでは、ことをしてrepeatオペレータは、シーケンスにresubscribingりしてObservableではなく
、のりしmapを、シーケンスのどのでもかまいませんrepeatをします。
このシーケンス
Observable.<Integer>create(subscriber -> {
//...
})
.map(value -> value * 2) //First chain operator
.map(value -> "modified " + value) //Second chain operator
.repeat(3)
.subscribe(
/*....*/
);

このシーケンスにしい
Observable.<Integer>create(subscriber -> {
//...
})
.repeat(3)
.map(value -> value * 2) //First chain operator
.map(value -> "modified " + value) //Second chain operator
.subscribe(
/*....*/
);

オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/rx-java/topic/2316/
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8:
•
•
•
•
•

サブジェクト<T、R> subject = AsyncSubject.create; //デフォルトのAsyncSubject
Subject <T、R> subject = BehaviorSubject.create; //デフォルトのBehaviorSubject
サブジェクト<T、R> subject = PublishSubject.create; //デフォルトのPublishSubject
Subject <T、R> subject = ReplaySubject.create; //デフォルトのReplaySubject
mySafeSubject =しいSerializedSubjectunSafeSubject; // unsafeSubjectをsafeSubjectにする
- にはマルチスレッド

パラメーター
パラメーター
T
タイプ

R

このドキュメントは、 Subjectにするとをします。およびは、 をごください。

Examples
RxJavaのSubjectはObservableとObserverのクラスです。これはにObservableとしてし、をにし、
ObserverとしてのObservableからをることをします。
Subject<String, String> subject = PublishSubject.create();
subject.subscribe(System.out::print);
subject.onNext("Hello, World!");

の "Hello、World" Subjectsをってコンソールに
1. コードののは、 PublishSubjectのしいSubjectをします
Subject<String, String> subject = PublishSubject.create();
|
|
|
|
|
subject<input, output> name
= default publish subject

2. 2はサブジェクトにサブスクライブし、 Observerをします。
subject.subscribe(System.out::print);

これにより、 Subjectはのサブスクライバのようにをけります
3. 3では、 onNextメソッドをびし、 Observableビヘイビアをします。

https://riptutorial.com/ja/home
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subject.onNext("Hello, World!");

これにより、 SubjectはSubjectにサブスクライブするすべてのにをえることができます。
タイプ
Subject

RxJavaは、の4つのタイプのいずれかになります。

• AsyncSubject
•
• PublishSubject
• ReplaySubject
また、 SubjectはSerializedSubjectでもSerializedSubjectません。このタイプは、 Subjectが
Observable Contract すべてのびしをシリアライズするがあることをするにしないことをします。
• Dave SextonのブログからSubjectをするかしないか

PublishSubject
PublishSubjectは、サブスクリプションのにいてObservableソースによってPublishSubjectされたア

イテムのみをObserverします。
なPublishSubject
Observable<Long> clock = Observable.interval(500, TimeUnit.MILLISECONDS);
Subject<Long, Long> subjectLong = PublishSubject.create();
clock.subscribe(subjectLong);
System.out.println("sub1 subscribing...");
subjectLong.subscribe(l -> System.out.println("sub1 -> " + l));
Thread.sleep(3000);
System.out.println("sub2 subscribing...");
subjectLong.subscribe(l -> System.out.println("sub2 -> " + l));
Thread.sleep(5000);

sub1
sub1
sub1
sub2
sub1
sub2
sub1
sub2

subscribing...
-> 0
-> 1
subscribing...
-> 2
-> 2
-> 3
-> 3

のでは、 PublishSubjectはのようにするObservableをサブスクライブし、500ミリごとにアイテム
LongをPublishSubjectます。にられるように、 PublishSubject 、ソースからバレスにclockそのへ
sub1およびsub2 。
PublishSubjectは、オブザーバーがなくても、オブザーバーがするまで1つまたはのアイテムがわ
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れるがある、されるとすぐにアイテムのをすることができます。
createClock(); // 3 lines moved for brevity. same as above example
Thread.sleep(5000); // introduces a delay before first subscribe
sub1andsub2(); // 6 lines moved for brevity. same as above example

sub1
sub1
sub1
sub2
sub1
sub2
sub1
sub2

subscribing...
-> 10
-> 11
subscribing...
-> 12
-> 12
-> 13
-> 13

sub1は10からまるをするsub1してください。された5のれは、アイテムのをきこした。これらはす

ることはできません。これはにPublishSubjectをHot

Observableます。

また、オブザーバーがnのアイテムをPublishSubjectにオブザーバーがPublishSubjectにサブスクラ
イブすると、これらのnのアイテムはこのオブザーバーのためにできません 。
は、 PublishSubjectのです

https://riptutorial.com/ja/home

29

onCompletedは、 ObservableソースのonCompletedがびされるのので、したすべてのPublishSubjectア

イテムをします。
Observableソースがエラーでした、 PublishSubjectはのオブザーバにアイテムをPublishSubjectませ

んが、にObservableソースからのエラーをします。
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ののをし、それをしたすべてのクライアントにするアプリケーションをするとします。
/* Dummy stock prices */
Observable<Integer> prices = Observable.just(11, 12, 14, 11, 10, 12, 15, 11, 10);
/* Your server */
PublishSubject<Integer> watcher = PublishSubject.create();
/* subscribe to listen to stock price changes and push to observers/clients */
prices.subscribe(watcher);
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/* Client application */
stockWatcher = getWatcherInstance(); // gets subject
Subscription steve = stockWatcher.subscribe(i -> System.out.println("steve watching " + i));
Thread.sleep(1000);
System.out.println("steve stops watching");
steve.unsubscribe();

のでは、 PublishSubjectは、サーバーからwatcherしているすべてのクライアントにをすためのブ
リッジとしてします。
• PublishSubject javadocs
• Thomas Nieldのブログ
オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/rx-java/topic/3287/
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9:
Examples
き
バックプレッシャーは、 Observableパイプラインでは、のステージではをくできず、のプロデュ
ーサにくするようするがです。
バックプレッシャーののなケースは、がであるときです
PublishSubject<Integer> source = PublishSubject.create();
source
.observeOn(Schedulers.computation())
.subscribe(v -> compute(v), Throwable::printStackTrace);
for (int i = 0; i < 1_000_000; i++) {
source.onNext(i);
}
Thread.sleep(10_000);

このでは、メインスレッドは、バックエンドスレッドでそれをしているエンドコンシューマに
100アイテムをします。 compute(int)メソッドにはがかかるがありますが、 Observableチェーンの
オーバーヘッドがアイテムのにかかるをやすこともあります。しかし、forループのスレッドはこ
れをることができず、 onNextをします。
には、には、できるようになるまでそのようなをするバッファがあります。なRx.NETとの
RxJavaでは、これらのバッファにはがありませんでした。つまり、このからほぼ100のすべてを
するがあります。このは、えば10のがする、または100のシーケンスがプログラムに1000し、
OutOfMemoryErrorにつながり、なGCオーバーヘッドのためににするOutOfMemoryErrorします。
エラーは、オブジェクトとなり、をして、それにするためのをするとにonErrorXXXオペレーター、
はプログラマがえるとするためにっているデータフローののであるonBackpressureXXXオペレータ
ーが。
のPublishSubjectにも、をサポートしていないのがあります。これはになによるものです。たとえ
ば、オペレータのintervalはにをし、バックプレッシャはとのなのシフトにつながります。
のRxJavaでは、ほとんどのがのobserveOnようなバッファをobserveOnようになりました。このバッ
ファをオーバーフローさせると、シーケンスがMissingBackpressureExceptionします。オペレータ
のドキュメントには、のについてのがあります。
しかし、はのコールドシーケンス MissingBackpressureExceptionていないし、そうでなければなら
ないにもっとにします。のがきされた
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Observable.range(1, 1_000_000)
.observeOn(Schedulers.computation())
.subscribe(v -> compute(v), Throwable::printStackTrace);
Thread.sleep(10_000);

エラーはなく、さなメモリですべてがスムーズにされます。このは、くのソースオペレーターは
オンデマンドを「」することができますので、オペレータということですobserveOnえることがで
きるrange 、せいぜいにくのがobserveOnバッファがオーバーフローすることなく、にすることがで
きます。
このはコンピュータ・サイエンスのコルーチンのにづいていますはあなたをにびます。オペレータ
rangeのでは、コールバックをするProducerに、インターフェースobserveOnそのびすことによって
、 Subscriberの setProducer 。りに、 observeOnびしProducer.request(n)するとrange すなわち、す
るようにされているがonNextくのことを。なにrequestメソッドをびし、データがれてもオーバー
フローしないようにしいをするのはobserveOnのです。
エンド・コンシューマのバックプレッシャのはほとんどありませんコールスタック・ブロッキングの
ためにとバックプレッシャにしてしているのでにしますが、そのをすることはです。
Observable.range(1, 1_000_000)
.subscribe(new Subscriber<Integer>() {
@Override
public void onStart() {
request(1);
}
public void onNext(Integer v) {
compute(v);
request(1);
}
@Override
public void onError(Throwable ex) {
ex.printStackTrace();
}
@Override
public void onCompleted() {
System.out.println("Done!");
}
});

ここで、 onStartは、のをするrangeをし、その、 onNextけられonNext 。 compute(int)すると、
rangeからのがされrange 。 rangeなでrange 、そのようなびしはにonNextびすonNext 、もちろんまし
くないStackOverflowErrorします。
これをぐために、オペレータは、このようなリエントラントコールをする、いわゆるトランポリ
ングロジックをします。 rangeのでは、 onNext()をびしていてonNext()がったときにrequest(1)コー
ルがあったことをえていて、のでonNext()をびしてびします。したがって、2つがスワップされて
も、はじようにします。
https://riptutorial.com/ja/home

34

@Override
public void onNext(Integer v) {
request(1);
compute(v);
}

しかし、これはonStartはてはまりません。 Observableインフラストラクチャでは、Subscriberでで
も1びされることがされていますが、 request(1)びしはすぐにのをトリガーするがあります。
onNextがとするrequest(1)びしのにロジックがある、がするがあります。
Observable.range(1, 1_000_000)
.subscribe(new Subscriber<Integer>() {
String name;
@Override
public void onStart() {
request(1);
name = "RangeExample";
}
@Override
public void onNext(Integer v) {
compute(name.length + v);
request(1);
}
// ... rest is the same
});

このの、 onStartにすぐにNullPointerExceptionがスローされます。 request(1)びしによって、のス
レッドでonNextへのびしがonNextれ、 onNextレースのnameがonStartポストrequestきまれる、よりな
バグがします。
したがって、 onStartフィールドをうか、それよりであってもrequest()にびすがあります。オペレ
ータのrequest()は、にrequest()なまたはメモリまたはフェンスをします。

onBackpressureXXX
ほとんどのは、アプリケーションがMissingBackpressureExceptionでしたときににし、はobserveOn
をしています。のは、、 PublishSubject 、 timer()またはinterval()やcreate()されたカスタムの
PublishSubjectです。
このようなにするにはいくつかのがあります。

バッファサイズの
にはそのようなオーバーフローはバーストなソースのためにこります。、ユーザーはをあまりに
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もくタップし、Androidのデフォルトの16のバッファーがオーバーフローすることをobserveOnま
す。
のバージョンのRxJavaのになのほとんどは、プログラマがバッファのサイズをできるようになり
ました。するパラメータは、 bufferSize 、 prefetchまたはcapacityHintとばれます。のがあふれて
いるので、 observeOnのバッファサイズをobserveOnて、すべてのになをたせることができます。
PublishSubject<Integer> source = PublishSubject.create();
source.observeOn(Schedulers.computation(), 1024 * 1024)
.subscribe(e -> { }, Throwable::printStackTrace);
for (int i = 0; i < 1_000_000; i++) {
source.onNext(i);
}

ただし、ソースがされたバッファサイズをすると、オーバーフローがするがあるため、これはに
なにぎません。この、ののいずれかをできます。

でをバッチ/スキップする
ソースデータをよりにバッチできるは、のバッチの1つサイズおよび/またはによるをして
MissingBackpressureExceptionのをらすことができます。
PublishSubject<Integer> source = PublishSubject.create();
source
.buffer(1024)
.observeOn(Schedulers.computation(), 1024)
.subscribe(list -> {
list.parallelStream().map(e -> e * e).first();
}, Throwable::printStackTrace);
for (int i = 0; i < 1_000_000; i++) {
source.onNext(i);
}

のをにできるは、サンプリングまたはのObservableとりみ throttleFirst 、 throttleLast 、
throttleWithTimeout をできます。
PublishSubject<Integer> source = PublishSubject.create();
source
.sample(1, TimeUnit.MILLISECONDS)
.observeOn(Schedulers.computation(), 1024)
.subscribe(v -> compute(v), Throwable::printStackTrace);
for (int i = 0; i < 1_000_000; i++) {
source.onNext(i);
}

これらのは、ののをさせるだけなので、 MissingBackpressureExceptionがするがあります。
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onBackpressureBuffer
パラメータなしののこのは、のとののにのバッファをします。とは、JVMのメモリがしているり
、バーストなソースからのほとんどすべてのをできます。
Observable.range(1, 1_000_000)
.onBackpressureBuffer()
.observeOn(Schedulers.computation(), 8)
.subscribe(e -> { }, Throwable::printStackTrace);

このでは、 observeOnにいバッファサイズとくまだありませんMissingBackpressureExceptionと
onBackpressureBufferへのさなバッチをえるすべての100のとをすobserveOn 。
ただし、 onBackpressureBufferはソースをにします。つまり、 onBackpressureBufferをしません。こ
れは、 rangeなどのがにされるというをもたらす。
onBackpressureBufferさらに4つのオーバーロードがありonBackpressureBuffer

onBackpressureBufferint capacity
これは、そのバッファがのにしたに、 BufferOverflowErrorするバージョンです。
Observable.range(1, 1_000_000)
.onBackpressureBuffer(16)
.observeOn(Schedulers.computation())
.subscribe(e -> { }, Throwable::printStackTrace);

ますますくのがバッファサイズをできるようになれば、こののはしています。りのでは、これは
onBackpressureBufferをonBackpressureBufferよりきなをデフォルトよりきくすることによって、 "
バッファをする"をえます。

onBackpressureBufferint capacity、Action0 onOverflow
このオーバーロードは、オーバーフローがしたにえてアクションをびします。そのは、のびしス
タックよりもオーバーフローにしてされるのがないので、かなりられています。

onBackpressureBufferint capacity、Action0 onOverflow、
BackpressureOverflow.Strategy
このは、にはにしたにをすべきかをするので、にはよりです。 BackpressureOverflow.Strategyはに
はインターフェイスですが、 BackpressureOverflowクラスにはなアクションをす4つのフィールド
がされています。
これはの2つのオーバーロードのデフォルトので、
BufferOverflowExceptionします
• ON_OVERFLOW_DEFAULT はON_OVERFLOW_ERRORとじON_OVERFLOW_ERROR
•

ON_OVERFLOW_ERROR
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•

ON_OVERFLOW_DROP_LATEST

オーバーフローがした、のはにされ、いだけがダウンストリームに

されます。
•

ON_OVERFLOW_DROP_OLDEST

バッファのもいをし、のをします。

Observable.range(1, 1_000_000)
.onBackpressureBuffer(16, () -> { },
BufferOverflowStrategy.ON_OVERFLOW_DROP_OLDEST)
.observeOn(Schedulers.computation())
.subscribe(e -> { }, Throwable::printStackTrace);

の2つのストラテジは、がされるときにストリームにをきこすことにしてください。さらに、らは
BufferOverflowExceptionしません。

onBackpressureDrop
ダウンストリームがをけるができていないときはいつでも、このはシーケンスからそのエレメン
ツをします。 1つのストラテジをON_OVERFLOW_DROP_LATEST onBackpressureBufferして、0のの
onBackpressureBufferとえることができます。
このは、でさらにのがあるため、ソースからのマウスやのGPSなどをにできるにです。
component.mouseMoves()
.onBackpressureDrop()
.observeOn(Schedulers.computation(), 1)
.subscribe(event -> compute(event.x, event.y));

ソースのinterval()とみわせてするとです。たとえば、なバックグラウンド・タスクをしたいが、
がよりもくくは、あとでうようになをすることがです。
Observable.interval(1, TimeUnit.MINUTES)
.onBackpressureDrop()
.observeOn(Schedulers.io())
.doOnNext(e -> networkCall.doStuff())
.subscribe(v -> { }, Throwable::printStackTrace);

onBackpressureDrop(Action1<? super T> onDrop)ここで、sharedアクションがびされ、がされます。

このでは、そのものをクリーンアップすることができますえば、リソースの。

onBackpressureLatest
のはののみをし、にはい、のをきします。これは、1のとON_OVERFLOW_DROP_OLDESTをつ
onBackpressureBufferとえることができます。
onBackpressureDropとはなり、ダウンストリームがれてしまった、にながあります。これは、デー

タがバーストなパターンでれることがありますが、にのものだけがにがあるテレメトリのような
ではにちます。
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たとえば、ユーザーがでたくさんのボタンをクリックしたでも、のにしたいとえています。
component.mouseClicks()
.onBackpressureLatest()
.observeOn(Schedulers.computation())
.subscribe(event -> compute(event.x, event.y), Throwable::printStackTrace);

この、 onBackpressureDropをすると、のクリックがonBackpressureDrop 、ビジネスロジックがされ
なかったがユーザーにonBackpressureDropます。

データソースの
ライブラリがにのバックObservableをうメソッドをObservableしているので、のデータソースをす
ることは、バックプレッシャをうのなです。のにづいてをしてするたい「ジェネレータ」と、、
のデータソースおよび/またはバックラブルのデータソースをしするホット「プッシャ」と、それ
ら。

ちょうど
もなをソースがでされたjust 。
Observable.just(1).subscribe(new Subscriber<Integer>() {
@Override
public void onStart() {
request(0);
}
@Override
public void onNext(Integer v) {
System.out.println(v);
}
// the rest is omitted for brevity
}

たちはにonStartでリクエストしないので、もされません。たちがシーケンスをジャンプ・スタート
したいというのがあるときには、 justです。
ながら、 justくの、でされるためにかをするをえているSubscriber
int counter;
int computeValue() {
return ++counter;
}
Observable<Integer> o = Observable.just(computeValue());
o.subscribe(System.out:println);
o.subscribe(System.out:println);
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くべきことに、これは1と2のわりに1を2します。コールがきえられた、なぜそれがするのかがに
なります。
int temp = computeValue();
Observable<Integer> o = Observable.just(temp);

computeValueは、メインルーチンのとしてびされ、サブスクライバのサブスクリプcomputeValueへ

のではありません。

fromCallable
々がにとするのは、メソッドfromCallableです。
Observable<Integer> o = Observable.fromCallable(() -> computeValue());

ここでは、 computeValueはサブスクライバがサブスクライブするときにのみされ、それぞれにし
てされる1と2をfromCallableます。もちろん、 fromCallableもfromCallableをにサポートし、され
ないりをしません。しかし、はとにかくこることにしてください。にがにするまでをらせるがあ
るは、 map justをうことができます
Observable.just("This doesn't matter").map(ignored -> computeValue())...

、それがにマッピングされるときにされるまでそのをしないであろうcomputeValue 、として
々のをめました。
just

から
データがオブジェクトの、オブジェクトのリスト、またはのIterableソースとしてにな、それぞ
れのfrom Iterableおよびそのようなソースのがされます。
Observable.from(Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5)).subscribe(System.out::println);

、ジェネリックのにするをけるために、そこfromにされるjustに210のオーバーロードがあります
。
from(Iterable)もいをえます。くのは、のですることができます。されたは、とりのをトリガーし

ます。
IterableのようなステートマシンをIterableはややですが ObservableをするためにObservableをくよ

りもです、Cとはなり、Javaはコンパイラからクラシックなコードをくだけでコンパイラからの
サポートはありません yield returnとyield break 。のライブラリは、Google Guavaの
AbstractIterableやIxJavaのIx.generate()やIx.forloop()などのヘルプをしています。これらはそれ
でなシリーズにふさわしいので、あるのをにりすになIterableソースをてみましょう
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Iterable<Integer> iterable = () -> new Iterator<Integer>() {
@Override
public boolean hasNext() {
return true;
}
@Override
public Integer next() {
return 1;
}
};
Observable.from(iterable).take(5).subscribe(System.out::println);

なfor-loopをしてiteratorをすると、ループになります。 Observableをするので、の5つだけをし、
もしないをすることができます。これはObservableのでなとをうのです。

SyncOnSubscribe
には、なにされるデータソースは、ブロッキングとプルです。つまり、のデータをするために、
いくつかのgetメソッドまたはreadメソッドをびすgetあります。もちろん、それをIterableえるこ
とはできますが、そのようなソースがリソースにけられている、ダウンストリームがするにシー
ケンスをアンIterableすると、それらのリソースがリークするがあります。
このようなケースをするために、RxJavaにはSyncOnSubscribeクラスがあります。それをしてメソ
ッドをするか、ラムダベースのファクトリメソッドの1つをしてインスタンスをすることができま
す。
SyncOnSubscribe<Integer, InputStream> binaryReader = SyncOnSubscribe.createStateful(
() -> new FileInputStream("data.bin"),
(inputstream, output) -> {
try {
int byte = inputstream.read();
if (byte < 0) {
output.onCompleted();
} else {
output.onNext(byte);
}
} catch (IOException ex) {
output.onError(ex);
}
return inputstream;
},
inputstream -> {
try {
inputstream.close();
} catch (IOException ex) {
RxJavaHooks.onError(ex);
}
}
);
Observable<Integer> o = Observable.create(binaryReader);
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に、 SyncOnSubscribeは3つのコールバックをします。
のコールバックでは、こののFileInputStreamなど、サブスクライバごとのをできます。ファイル
は々のごとにしてかれます。
2のコールバックはこのオブジェクトをとり、 onXXXメソッドがびされてをできるObserverをしま
す。このコールバックは、ダウンストリームでされただけされます。びしごとにonErrorまたは
onCompletedいずれかがにくは、くてもonNextをびすがあります。このでは、みみバイトがのは
onCompleted()をびし、ファイルのとをし、みみがIOExceptionスローするはonErrorをびします。
ダウンストリームのサブスクライブストリームをじるまたはのコールバックがターミナルメソッ
ドをびしたときに、のコールバックがびされます。リソースをすることができます。すべてのソ
ースがこれらのをすべてとするわけではないので、 SyncOnSubscribeのメソッドをすると、インス
タンスなしでインスタンスがされます。
なことに、JVMやのライブラリのメソッドびしのくは、チェックをスローし、このクラスでされ
るインタフェースではチェックをげられないため、 try-catchラップするがあります。
もちろん、のなど、のなソースをすることもできます。
SyncOnSubscribe.createStateful(
() -> 0,
(current, output) -> {
output.onNext(current);
return current + 1;
},
e -> { }
);

このでは、 currentは0まり、ラムダがびされたはパラメータcurrentが1ます。
ミドルコールバックにはダウンストリームからのリクエストをすいがで、コールバックはまった
くじさのObservableをするがあるというとによくたSyncOnSubscribeというAsyncOnSubscribeがありま
す。このソースは、これらのObservableをすべて1つのシーケンスにします。
AsyncOnSubscribe.createStateful(
() -> 0,
(state, requested, output) -> {
output.onNext(Observable.range(state, (int)requested));
return state + 1;
},
e -> { }
);

このクラスのについてのながあり、にされません。なぜなら、それらのされたがどのようににど
のようにされ、どのようにするか、よりなシナリオ

エミッタ
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Observableラップされるソースは、マウスのきなどでにいですが、のネットワークコールバックな

ど、APIではバックプレッシャーではありません。
このようなケースをするために、RxJavaののバージョンではcreate(emitter)ファクトリメソッド
がされました。 2つのパラメータがです。
• ごとにEmitter<T>インタフェースのインスタンスでびされるコールバック、
• がのをするようにするEmitter.BackpressureMode。 onBackpressureXXXにたのモードがあり、
MissingBackpressureExceptionをするだけでなく、でそのようなオーバーフローをにすること
もできます。
のところ、これらのバックプレッシャモードへのパラメータはサポートしていないことにしてく
ださい。これらのカスタマイズがなは、 onBackpressureXXXプレッシャーモードとしてNONEをし、
するonBackpressureXXXをとしてのObservableにするがあります。
GUIイベントなど、プッシュベースのソースとしたいののなケースです。これらのAPIには、でき
るaddListener / removeListenerびしのいくつかのがあります。
Observable.create(emitter -> {
ActionListener al = e -> {
emitter.onNext(e);
};
button.addActionListener(al);
emitter.setCancellation(() ->
button.removeListener(al));
}, BackpressureMode.BUFFER);

Emitterはにできます。 onNext

、 onErrorおよびonCompletedをびすことができ、オペレータは
onCompletedおよびonCompletedをでします。さらに、ラップされたAPIがりしこのではリスナーのな
どをサポートしている、ダウンストリームのサブスクsetSubscriptionやonError / setSubscriptionが
びされたときにびされるりしコールバックをするためにsetCancellation またはSubscriptionような
リソースにしてsetSubscription onCompletedは、されたEmitterインスタンスでびされます。
これらのメソッドでは、に1つのリソースだけをエミッタにけることができ、しいリソースをする
と、いものをにりします。のリソースをするがあるは、 CompositeSubscriptionし、それをエミッ
タにけてから、 CompositeSubscriptionにさらにリソースをします。
Observable.create(emitter -> {
CompositeSubscription cs = new CompositeSubscription();
Worker worker = Schedulers.computation().createWorker();
ActionListener al = e -> {
emitter.onNext(e);
};
button.addActionListener(al);
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cs.add(worker);
cs.add(Subscriptions.create(() ->
button.removeActionListener(al));
emitter.setSubscription(cs);
}, BackpressureMode.BUFFER);

2のシナリオでは、 ObservableするのあるのコールバックベースのAPIがまれています。
Observable.create(emitter -> {
someAPI.remoteCall(new Callback<Data>() {
@Override
public void onSuccess(Data data) {
emitter.onNext(data);
emitter.onCompleted();
}
@Override
public void onFailure(Exception error) {
emitter.onError(error);
}
});
}, BackpressureMode.LATEST);

この、はじようにします。なことに、、これらのなコールバックスタイルのAPIはキャンセルを
サポートしていませんが、そうした、previoiusののようにおそらくよりなでキャンセルをセット
アップできます。 LATESTプレッシャモードのにしてください。のしかしないことがかっているは
、してにされないデフォルト128のロングバッファにじてするをりてるため、 BUFFERはありませ
ん。
オンラインでをむ https://riptutorial.com/ja/rx-java/topic/2341/
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10: な
Examples
Observableをする
ObservableをRxJavaでするはいくつかあります。もなは、 Observable.createメソッドをすること
です。しかし、それはまた、もなです。だからなりしないでください 。

のをす
すでにがあるは、 Observable.justをしてをできます。
Observable.just("Hello World").subscribe(System.out::println);

すべきをする
まだされていない、またはにがかかるをするは、 Observable.fromCallableをしてのをできます。
Observable.fromCallable(() -> longComputation()).subscribe(System.out::println);

longComputation()はObservableをするときにのみびされます。このでは、がになります。

すべきをするの
Observable.deferビルドをObservableだけのようObservable.fromCallableいますが、するがあるには

されているObservableのわりに。のエラーをするにです。
Observable.defer(() -> {
try {
return Observable.just(longComputation());
} catch(SpecificException e) {
return Observable.error(e);
}).subscribe(System.out::println);

ホットコールドオブザーバブル
は、そのにじて、 HotかColdかにしてされる。
Cold Observableは、リクエストサブスクリプションにじてするのにし、 Hot
リプションになくします。
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たいな
/* Demonstration of a Cold Observable */
Observable<Long> cold = Observable.interval(500, TimeUnit.MILLISECONDS); // emits a long every
500 milli seconds
cold.subscribe(l -> System.out.println("sub1, " + l)); // subscriber1
Thread.sleep(1000); // interval between the two subscribes
cold.subscribe(l -> System.out.println("sub2, " + l)); // subscriber2

のコードのはのようになりますするがあります。
sub1,
sub1,
sub1,
sub2,
sub1,
sub2,
sub1,
sub2,

0
1
2
0
3
1
4
2

-> subscriber1 starts

-> subscriber2 starts

sub2がくまっても、からをけることにしてください。として、 Cold Observableは、されたときに

のみをす。のがのパイプラインをします。

ホット
ホットオブジェクトは、々のサブスクリプションとはしたをします。らはのタイムラインをち、
かがいているかどうかにかかわらずイベントがします。
Cold Observaleはなpublish Hot Observableできます。
Observable.interval(500, TimeUnit.MILLISECONDS)
.publish(); // publish converts cold to hot

publishは、Observableへのとの

ためのをするConnectableObservableをします。

ConnectableObservable<Long> hot = Observable
.interval(500, TimeUnit.MILLISECONDS)
.publish(); // returns ConnectableObservable
hot.connect(); // connect to subscribe
hot.subscribe(l -> System.out.println("sub1, " + l));
Thread.sleep(1000);
hot.subscribe(l -> System.out.println("sub2, " + l));

のはのとおりです。
sub1,
sub1,
sub1,
sub2,

0
1
2
2

-> subscriber1 starts

-> subscriber2 starts
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sub1, 3
sub2, 3

にもかかわらずことにしてくださいsub2くをし、それはとしているsub1 。
はもうしです DisconnectはObservableではなくSubscriptionでわれます。
ConnectableObservable<Long> hot = Observable
.interval(500, TimeUnit.MILLISECONDS)
.publish(); // same as above
Subscription subscription = hot.connect(); // connect returns a subscription object, which we
store for further use
hot.subscribe(l -> System.out.println("sub1, " + l));
Thread.sleep(1000);
hot.subscribe(l -> System.out.println("sub2, " + l));
Thread.sleep(1000);
subscription.unsubscribe(); // disconnect, or unsubscribe from subscription
System.out.println("reconnecting");
/* reconnect and redo */
subscription = hot.connect();
hot.subscribe(l -> System.out.println("sub1, " + l));
Thread.sleep(1000);
hot.subscribe(l -> System.out.println("sub2, " + l));
Thread.sleep(1000);
subscription.unsubscribe();

はをする
sub1, 0
-> subscriber1 starts
sub1, 1
sub1, 2
sub2, 2
-> subscriber2 starts
sub1, 3
sub2, 3
reconnecting -> reconnect after unsubscribe
sub1, 0
...

されるとObservableに「」し、しいサブスクリプションがされるとします。
Hot ObservableはEventBusにできます。このようなEventBusはにくてです。

RxBusののは、すべて

のイベントをでしてバスにすがあることです。
オンラインでなをむ https://riptutorial.com/ja/rx-java/topic/1418/な
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