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現在まで、つまりJava 8まで、Java言語のコードへのアクセス制御モデ
ルはかなり単純でした。 

 ■ クラスはパッケージの中に配置。パッケージにはグローバルな可視性
があり、自由に拡張可能（ただし、javaまたはjavaxで始まるパッケージ
は例外）。パッケージはコードを論理的に整理するために作られてお
り、それ以上の意味は持たない。

 ■ コードは、JARファイル単位で提供。通常の（保護されていない）パッ
ケージは、複数のJARファイルにまたがることが可能。

 ■ クラスとメソッドへのアクセスは制限できる。たとえば、同じ型のインス
タンスや、同じパッケージのコードのみがアクセスできるような制限を
かけることが可能。この制限を表すのが、おなじみのJavaのアクセス制
御キーワード。

この設計には、わかりやすく論理的であるというメリットがあります。しか
し、アクセス制御に関するいくつかの問題につながることもあります。中
でも、一番重大な問題は、JDK以外のライブラリでは、クライアント・コード
からライブラリ・パッケージ内に追加クラスを作成することを防止できな
い点です。そういったクラスを作成すると、パッケージに定義されている
すべてのprotectedやパッケージ・アクセスのクラス（やメソッド）にアクセ
スできてしまいます。 
この問題は、「ショットガン・プライバシー」問題と呼ばれることがありま
す。この名前は、Perlプログラミング言語を設計したLarry Wall氏が自らこ
の言語を分析した際の有名な言葉に由来します。「Perlは、プライバシー
を強制することはしません。たとえ相手がショットガンを持っていなくて
も、招かれていないリビング・ルームには足を踏み入れない方がよいとい
うことです」 
しかし、Javaでは、ショットガン・プライバシーは重大な問題となります。
現在のJavaの言語や環境には、パッケージ全体にアクセス制御を適用す
る方法はありません。別の言い方をするなら、あるJavaライブラリでパブ
リックAPIを定義したときに、クライアントによってAPIの前提を覆されな

プレリリース版で学ぶJava 9モジュール
Javaの次期メジャー・リリースの中核となるモジュールの導入に備える

いことや、パッケージの内部に直接アクセスされないことが確実な仕様が
求められているということです。 
多くのエンタープライズ・アプリケーションでは、厳密なレベルでアク

セス制御を行い、決められた既知のAPIを通じてのみアクセスできるよう
にすることが大いに望まれています。しかし、Java 8以前では、こういった
レベルのAPI制御を完璧に行うことは不可能です。これが、Oracle（以前は
Sun）がこのレベルの安全性を実現できる一連の技術を開発しようとした
根本的な理由の1つでした。しかし、この問題への対応によって、他の問題
も解決できる可能性が明らかになってきました。
その結果、来たるJDK 9のモジュール・システムの中核的な目標は次の

ようなものになっています。
 ■ アクセス制御を拡張し、アクセスをデプロイ単位内に「封じ込める」とい
う概念を導入することによって、パブリックAPIを完全に強制する

 ■ 単一パッケージよりも大規模なモジュール式のコードのデプロイを促
進する

 ■ JDK自身をモジュール化することによって、JVMの起動時間の高速化、
リソース消費量の削減、中核部に位置する必要のないパッケージの削
除、内部クラスの削除または隠蔽によるプラットフォームの攻撃対象範
囲の削減、といったことをプラットフォーム・レベルで実現する
Oracleは、OpenJDK内のプロジェクトであるProject Jigsawを支援して
きました。このプロジェクトの使命は、Java環境のモジュール化を実現す
ることです。JDK 9のリリース日が近づくにつれ、Jigsawによるコードが
OpenJDKリポジトリのメインラインに移行され始めました。つまり、この
記事を執筆している時点（2015年末）では、モジュール対応の各種バイナ
リの完成度レベルはさまざまであるということです。 

 ■ Oracleによる、モジュールを含む最初のJava 9 Early Access（EA）ビル
ドが入手可能になっています。ただし、このバイナリに含まれているモ
ジュール機能には制限があります。

 ■ メインラインのJDK 9ビルドを補完し、いっそう早い段階でモジュール

BEN EVANS

写真：JOHN BLYTHE
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機能を提供するため、Jigsawプロジェクトもバイナリを公開していま
す。
本記事の以降の部分では、JDK 9メインラインよりも完成度が高いJigsaw
のバイナリを中心としたサンプルを紹介して説明してゆきます。

Jigsawのピース
Project Jigsawは、完全なモジュール化に向かうロードマップの過程
として、いくつかの小目標を設定しました。これらの小目標は、Java 
Enhancement Process（JEP）で定義されたもので、次のようなテーマが含
まれています。
 ■ JDKのソース・コード・レイアウトのモジュール化（JEP 201）
 ■ バイナリ・ランタイム・イメージ構造のモジュール化（JEP 220）
 ■ JDKパッケージ間の複雑な実装依存性の解消
最後の目標は、もっとも労力がかかるものの1つでしたが、モジュールを
可能な限り独立したものにするためにも必要なことでした。やがて、この
目標によって最大限の柔軟性が実現でき、モジュールを個別にロードお
よびリンクできるようになります。
なぜモジュール個別のロードやリンクが必要であるかを説明するため
の例として、java.util.Propertiesを含むパッケージを考えてみましょう。こ
のクラスには、XMLを解析するという要件が含まれています。この要件に
よって、Propertiesクラスが依存するコードの範囲は大きく広がることにな
ります。Javaの完全なXMLライブラリを取り込むようになるからです。この
点に対応するため、オリジナルのリファレンス実装（JSR 280）に基づいた
軽量XMLパーサーが追加され、重い依存性は削除されました。 
別の例として、RMI-IIOPトランスポートを挙げることができます。CORBA
がなくても（JMXを使用する）リモート管理モジュールが動作するように、
この機能は管理モジュールから切り離されました。
もう1つ、細かな変更ではあるものの、Javaの歴史ではかなり珍しいこと
であるため、特筆に値するものがあります。java.util.logging.LogManager
では、いくつかのメソッドがパブリックAPIから削除されています。一部の
モジュール間で不必要なリンケージが発生し、サイズがかなり肥大化して
しまうことを防ぐためです。
JDKで実際にパブリックAPIからメソッドが削除されたのは数える
ほどですが、この変更はそのうちの1回となっています（かなり危険な
Thread.stopは、Java 1.1以来廃止予定となっているものの、結局のところ、
まだ存在し続けています）。メソッドの削除は非常に珍しいことであり、そ

こからもJavaチームにとってモジュール化ソリューションがいかに重要で
あるかがわかります。

モジュールを動かしてみる
それでは、Java 9（Jigsaw）EAリリースで何が変わったのかを見てみま
しょう。

$ cd $JAVA_HOME
$ pwd
/java9/Contents/Home
$ ls -lh
total 42640
-r--r--r--   1 10  143   3.2K COPYRIGHT
-r--r--r--   1 10  143    40B LICENSE
-r--r--r--   1 10  143   158B README.html
-r--r--r--   1 10  143   174K THIRDPARTYLIC…txt
drwxr-xr-x  46 10  143   1.5K bin
drwxr-xr-x   7 10  143   238B conf
drwxr-xr-x   9 10  143   306B db
drwxr-xr-x  12 10  143   408B demo
drwxr-xr-x  11 10  143   374B include
-rw-r--r--   1 10  143   127K jrt-fs.jar
drwxr-xr-x  84 10  143   2.8K lib
-rw-r--r--   1 10  143   549B release
drwxr-xr-x  15 10  143   510B sample
-rw-r--r--   1 10  143    21M src.zip

[編集部注：スペースの関係上、重要でないファイル情報の一部はリス
トから削除しています。] 
ここで注目すべき点はわずかですが、1つ大きなニュースがあります。
なんと、jreディレクトリがなくなっています。JREのすべてが含まれていた
rt.jarはもう存在しないのです。その代わり、JREは新しいjimage形式に格
納されています。jimage形式は、モジュール化されたランタイムに必要な
クラスやリソースを管理するコンテナの形式です。
jimageファイルは、従来のようなzipベースの圧縮ではなく、クラスや

リソースを高速に検索できるようにインデックスが付けられています。

https://twitter.com/oraclejavamag
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jimageのコンテンツ領域には、そのイメージのすべてのクラスとリソース
が含まれており、位置情報にひも付けて管理されています。
モジュールのパスをキーとしてインデックスを検索することによっ

て、リソースの位置を特定できます。このパスは、/<モジュール名>/ 
<パッケージ>/<ベース名>.<拡張子>という形式です。パスにはバージョ
ンが付けられており、現在のパスは「9.0」です。この番号は現在のリリース
のJVMを反映しています。
メインとなる j i m a g eファイルは、l i b / m o d u l e s にある
bootmodules.jimageというファイルです。しかし、このjimageファイルの
他に、拡張子が.jmodのファイルも存在します。それらのファイルがJavaモ
ジュールです。Javaモジュール・ファイルは、アクセス速度を向上させるた
めの.jimageには含まれないモジュール機能のテスト・プラットフォームと
して使用されています。現在のところ、.jmodファイルはまだzipファイルと
して実装されていますが、将来的には、ほぼ間違いなく形式が変更される
でしょう。2つのパッケージ形式があることから、実際に移行対象となる現
在のJava 9モジュールがどれほどであるがわかります。
java.base.jmodファイルには、一般的なJavaプログラムを実行できる、
最低限のクラスの集合体が含まれています。実際に含まれているのは、次
のパッケージ（またはその一部）です。
 
java.io
java.lang
java.math
java.net
java.nio
java.security
java.text
java.time
java.util
javax.crypto
javax.net
javax.security

その他のモジュールは、ベース・モジュールをサポートする実装クラス
で構成されています。当然ながら、Project Jigsawの真の目的は、Java開発
者もこのメカニズムを使用して、モジュール式の独自のライブラリやアプ
リケーションを作成できるようにすることです。そこで、次はシンプルなモ

ジュール式の「Hello World」を題材に、この世界をのぞいてみましょう。 
シンプルなJavaモジュール：シンプルなJavaモジュールを作るには、2つの
パートを記述する必要があります。最初のパートは、次のようなシンプル
なコア・クラスです。

package com.jdk9ex;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello Modules!");
    }    
}

Java 8以前では、他に何もしなくてもこのコードをコンパイルして実行
できました。しかし、モジュール式のJavaでこのコードを正しく実行するた
めには、新しいメタデータを提供する必要があります。そのメタデータが
含まれるのが、module-info.javaファイルです。
このファイルは、バージョニングなどの重要なモジュールの特徴を管理
する、かなり高度なメタデータ・プロバイダとなる予定です。しかし、現在
のJigsaw EAで提供されているバージョンでは、熱心な開発者がモジュー
ル技術を調査できることを想定した程度の非常に原始的なものとなって
います。
次に示すのが、もっともシンプルなモジュールです（先ほどのJDK 9サン

プル用のモジュールの名前がcom.jdk9exであると仮定しています）。

module com.jdk9ex { }

https://twitter.com/oraclejavamag
https://twitter.com/oraclejavamag
https://twitter.com/oraclejavamag
https://twitter.com/oraclejavamag
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鋭い開発者の方なら、このコードを見てmoduleがJava 9での新しい
キーワードであることに気付くことでしょう。このモジュールをコンパイル
するためには、ディレクトリ構造を新しいモジュール式ソースのルールに
従って配置する必要があります。今回は、com.jdk9exというモジュールで
あるため、次のような構造になります。

|____src
| |____com.jdk9ex
| | |____com
| | | |____jdk9ex
| | | | |____Main.java
| | |____module-info.java

モジュール名は、モジュール内にあるJavaパッケージの通常の命名規
則とは関係ないことに注意してください。このモジュール・コードをコンパ
イルするためには、モジュールを認識したビルドが行われるように指定し
てJavacを実行する必要があります。

$ javac -d modules/com.jdk9ex \
    src/com.jdk9ex/module-info.java \
    src/com.jdk9ex/com/jdk9ex/*

このコンパイルによって、一連のモジュール式クラス・ファイルが生成
されますが、jimageは生成されません。このコードを実行する場合も、モ
ジュールが必要であることを明示的にJVMに伝える必要があります。

$ java -modulepath modules -m \ 
     com.jdk9ex/com.jdk9ex.Main
Hello Modules!

基本的な「Hello World」サンプルは、プログラマーにとっておなじみの
パターンです。Java 9のモジュール化の現状を完全に理解したい開発者
の方には、モジュール・システムを実際に触ってみて、どのように動作する
かを確認することを強くお勧めします。
問題が起きる可能性：どんな新技術でも、早期に導入したユーザーに問
題が起きることは避けられません。ここでは基本的な問題の事例をいくつ
か見てゆきます。特に、ビルドに失敗した場合や、モジュール式のJavaを
正しく呼び出せなかった場合は、新しい種類の例外が登場します。

$ java -modulepath modules -m com.jdk9ex.Main
Error occurred during initialization of VM
java.lang.module.ResolutionException: 
   Module com.jdk9ex.Main not found at
java.lang.module.Resolver.fail
   (java.base@9.0/Resolver.java:880)at
java.lang.module.Resolver.resolve
   (java.base@9.0/Resolver.java:193)at
java.lang.module.Resolver.resolve
   (java.base@9.0/Resolver.java:173)at 
java.lang.module.Configuration.resolve 
   (java.base@9.0/Configuration.java:229)at 
jdk.internal.module.ModuleBootstrap.boot 
   (java.base@9.0/ModuleBootstrap.java:174)at
java.lang.System.initPhase2 
   (java.base@9.0/System.java:1242)

[編集部注：スペースの関係上、一部の行を折り返しています。] 
この1つのスタック・トレースには、次のような新しい項目が表示されて
います。
 ■ java.lang.moduleなどのパッケージ
 ■ ResolutionExceptionなどの例外
 ■ java.base@9.0/ModuleBootstrap.javaなどのコード上の位置
 ■ java.lang.System::initPhase2などの起動用エントリ・ポイント
この内容から、jimages用の新しいモジュール・パスがスタック・トレース
に直接存在するようになったこともわかります。 
では、内部実装クラスにアクセスできるかどうか試してみましょう。次の

コードは、Java 8でコンパイルして実行できます。

https://twitter.com/oraclejavamag
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import sun.invoke.util.BytecodeName;

public class InternalsCheck {
    public static void main(String[] args) {
      String bName =  
        BytecodeName
          .toBytecodeName("java.lang.Object");
        System.out.println(bName);
    }
}

ご想像のとおり、このコードはjava.lang.Objectの内部名を表示するも
のです。しかし、モジュールを使用する場合、実装クラスへのアクセスが制
限されるため、このコードはコンパイルすらできなくなります。

$ javac -d modules/com.jdk9ex \
    src/com.jdk9ex/module-info.java \
    src/com.jdk9ex/com/jdk9ex/*

src/com.jdk9ex/com/jdk9ex/InternalsCheck.java:8:  
    error: package sun.invoke.util does not exist
    import sun.invoke.util.BytecodeName;
                          ^
src/com.jdk9ex/com/jdk9ex/InternalsCheck.java:12: 
    error: cannot find symbol
        String bName = BytecodeName.
toBytecodeName("java.lang.Object");
                       ^
  symbol:   variable BytecodeName
  location: class InternalsCheck
2 errors

この2つのエラーは、Javaモジュール・システムの目標の1つである、API
整合性が強力に保証されていることを証明しています。現在のところ、
javacは実装クラスBytecodeNameへのアクセスを防ぐようにアップグ
レードされていますが、IDEやJava環境のその他のツールはまだこの新た
な現実を認識していません。これも、JDK 9が一般の開発者向けに公開さ
れるまでの道のりはまだ長いことを示す印の1つです。
よい知らせなのは、すべての主要なIDEベンダーが積極的に新し

いバージョンの開発に取り組ん
でおり、J a v a  9を完全にサポー
トしようとしていることで す。  
たとえば、OracleはNetBeans 9のJDK 
9サポートに注力することを発表し、
EclipseのJDTもすべての新機能の開
発をJDK 9ブランチに向けています。
Unsafeについて：Javaプラットフォー
ム、特にOpenJDKプロジェクトに関わ
る開発者の立場から見れば、「ショッ
トガン・プライバシー」は重大な問
題です。javaパッケージやjavaxパッ
ケージは「禁止パッケージ」として
SecurityExceptionメカニズムによっ
て保護されていますが、この仕組みは内部実装クラスには適用されませ
ん。 
Javaのライブラリやフレームワークでは、そういった内部実装の詳細に
直接アクセスすることは想定されていません。Javaの幹事は、そのような
ことをするのは危険な行為だと言い続けてきましたが、このルールを破っ
て内部実装の詳細にリンクしようとする開発者に対応しようとはしてきま
せんでした。
警告が繰り返されてきたにもかかわらず、多くの有名なJavaライブラリ
がこのルールを破り、プラットフォームの内部仕様にアクセスしています。
これによってJDK開発者たちは非常に難しい状況に追い込まれているこ
とから、大きな問題となっています。 
1つの選択肢は、内部仕様へのアクセスを禁止する変更は現状では非
常に難しいと認め、いくつかの内部仕様を標準APIの一部に取り入れ、サ
ポート対象に加えることです。もう1つの選択肢は、内部仕様を変更し、無
数の本番アプリケーションが依存しているライブラリやフレームワークに
影響を与えるか、または動かなくしてしまうことです。
もっとも有名で広く使用されており、もっとも危険だと言える直接アクセ

スの例が、sun.misc.Unsafeクラスです。このクラスには、モジュール・シス
テム採用の圧力が大きくかけられています。JDK 9でUnsafeへのアクセス
を単純に遮断してしまうと、ほぼすべてのJavaアプリケーションをアップ
グレードできなくなってしまうでしょう。一般的なアプリケーションは、ほ
ぼ例外なく直接的または間接的にUnsafeの機能に依存したライブラリを

多くの有名なJavaライブラリ

がこのルールを破り、プラット

フォームの内部仕様にアクセ

スしています。これによって

JDK開発者たちは非常に難し

い状況に追い込まれている

ことから、大きな問題となっ

ています。 
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使用しているからです。
しかし、無制限にUnsafeへのアクセ
スというリスクを認めてしまうと、それ
が非公式な業界標準になってしまい、
内部プラットフォーム・メカニズムが進
化する可能性が奪われてしまいます。
OracleとJavaコミュニティが合意した中
間案は、Java 9では暫定的にアクセスを
認めるものの、Java 10ではアクセス不
可とする（そして、サポート対象に含ま
れる同等の標準機能と置き換える）とい
うものです。
つまり、既存のフレームワークはその

まま動作するため、Java開発者はJava 9にアップグレードしやすいという
ことになります。ライブラリやフレームワークの開発者は、Java 10に間に
合うように新しいメカニズムに移行する必要があります。その時期は、早
くても2018年になる見込みです。
開発者はどう適応すべきか：Java開発者は、新機能を最大限に活用するた
めに、コードのパッケージ化やデプロイの新しい方法に適応しなければ
ならなくなるでしょう。しかし、よい知らせなのは、すぐに対応する必要は
ないことです。モジュール式での作業を採用する準備が整うまでは、JAR
ファイルを使用する従来型の方式も継続されるでしょう。
シンプルなアプローチ（しかも、Java 9の登場前でも使用可能）の1
つは、Java 8の一部であるCompactプロファイルを活用することです。
Compactプロファイルは、モジュール化へ向けた第一歩であり、JREの真
のサブセットである3つの個別のプロファイルが定義されています。もっと
も小さなプロファイルであるcompact1は11MBほどであり、かなりの容量
を節約できます。
完全なJREよりも小さなプロファイルで実行できるアプリケーション
は、はるかに簡単にモジュールに対応できるでしょう。多くの場合、今のう
ちに先回りして作業しておけば、後でかなり楽になります。さらに、アプリ
ケーションの依存性を理解して記録しておけば、技術的な負債を減らす
上で貴重な作業になるでしょう。

JDK 9 Outreach

モジュールの使用（Devoxxのビデオ・プレゼンテーション）

JDK 9のリリース・スケジュール

JDK 9のバージョン文字列

learn more

まとめ
モジュールの到来は、Java環境にとって大きな変化となります。今までで
最大の変化となると言っても過言ではないでしょう。Early Access版には
予想されるすべての機能が含まれているわけではありませんが、現在進
行中の作業を試す余地は十分にあります。Java 9のリリースはまだ何か
月も先であり、実際のテストでJava 9 EAを試した開発者のフィードバッ
クも歓迎されています。興味をお持ちの開発者の方は、ぜひOpenJDK 
Adoption Groupをご覧ください。フィードバックの提供や、Java 9モ
ジュールを推進するためにできることの発見には、理想的な場所です。
</article>

Ben Evans：London Java Communityの運営を助けるとともに、ユー
ザー・コミュニティの代表としてJavaの運営組織であるJCP Executive 
Committeeに投票権を持つメンバーとして参加。『The Well-Grounded 
Java Developer』、新版『Java in a Nutshell』、近刊『Optimizing Java』の
著者。

Early Access版には
予想されるすべての
機能が含まれている
わけではありません
が、現在進行中の作
業を試す余地は十分
にあります。
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