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本記事は、Java HotSpot VMと
Just-In-Time（JIT）コンパイ

ルに関する全2回シリーズの第1回
です。
Java HotSpot VMは、オラクル

がSunの買収により取得した仮想マ
シンであり、Java仮想マシン（JVM）
およびオープンソースのOpenJDK
の基盤となっています。J a v a 
HotSpot VMの役割は、
他の仮想マシンと同様、
バイトコードの実行環境
を提供することです。実
際に必要となるおもな機
能は次の3点です。

 ■ メソッドが要求する命
令および計算の実行

 ■ 新しい型の検索、ロー
ド、検証（つまり、クラ
ス・ローディング）

 ■ アプリケーション・コー
ドに代わるメモリ管理
クラス・ローディング

とメモリ管理はそれ自体
で大きなトピックであるため、本記事
ではコードの実行のみに焦点を置き
ます。

JITコンパイル
Java HotSpot VMは、混合モード
の仮想マシンです。はじめはバイト
コードのインタープリタとして動作し
ますが、コードを（メソッドごとに）ネイ
ティブのマシン命令にコンパイルす
ることで実行を高速化できます。
-XX:+PrintCompilationス

イッチを指定することで、コンパイル
された各メソッドの情報
をログ・ファイルに記録
できます。
コンパイルは、実行時

に、メソッドが何度も実
行された後で行われま
す。Java HotSpot VM
では、メソッドが実際に
使用されるまで待機する
ことによって、コードのコ
ンパイル時の最適化方
法について高度な判断
を行うことができます。
JITコンパイラによる

効果の大きさを知りたい
場合は、-Djava.compiler=none
を指定してJITコンパイラを無効に
し、ベンチマークの差を調べることで
確認できます。

Java HotSpot VMは、 クライ
アント・モードとサーバー・モードの2
つの異なるモードで実行できます。
JVMの起動時に-clientスイッチま
たは-serverスイッチを指定するこ
とで、モードを選択できます（-client
または-serverは、コマンドラインの
最初のスイッチとして指定する必要
があります）。各モードが一般に使用
される状況はそれぞれ異なります。
本記事では、サーバー・モードのみを
扱います。
2つのモードのおもな違いは、

サーバー・モードでは推測に基づく最
適化をより積極的に実行することで
す。その推測は常に妥当とは限りま
せん。最適化は常に、推測が正しい
かどうかをチェックする単純なガード
条件によって保護されます。何らか
の理由で推測が妥当でない場合は、
Java HotSpot VMは最適化を取り
消し、インタープリタ・モードに戻りま
す。そのため、Java HotSpot VM
が誤った最適化の推測に基づいて不
適切な処理を実行することはありま
せん。最適化は常に実行前にチェック
されます。
サーバー・モードのJava HotSpot 

VMは、デフォルトで、メソッドをインター
プリタ・モードで10,000回実行した
後にそのメソッドをコンパイルします。
この回数は、CompileThresholdス
イッチを使用して変更できます。たと
えば、-XX:CompileThreshold=
5 0 0 0と指定した場合、J a v a 
HotSpot VMがコンパイルを行う前に
メソッドを実行する回数は、デフォルトの
半分になります。
経験の少ないユーザーであれば、

コンパイルのしきい値となるこの回
数を、非常に低い値にしようとする場
合があります。しかし、それは間違い
です。しきい値を下げた場合、コンパ
イルのコストに見合う実行回数では
ないメソッドのコンパイル時間が増
加することで、パフォーマンスが低下
する可能性があるためです。
Java HotSpot VMは、コンパイ

ルするメソッドに関する高度な判断
を行うための十分な統計情報を収集
できる場合に、最適に動作します。コ
ンパイルしきい値を減らすと、Java 
HotSpot VMは、実行回数の多い
コード・パスとの関係性が低いメソッ
ドのコンパイルに多くの時間をかけ
る可能性があります。また、十分な統
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計情報が収集されなければ実行できない最
適化もあります。そのため、コンパイルしき
い値を減らすと、コードがかえって最適でな
くなる場合があります。
一方で、開発者の多くは、重要なメソッド

に対しては可能な限り早急にコンパイルを
行ってパフォーマンスを向上させようと検討
しています。
この問題を解決する標準的な方法の1つ

に、ウォームアップ処理の実行があります。
ウォームアップとは、プロセスの起動後、シ
ステムにテスト・トラフィックを送信すること
でコードを十分な回数実行し、強制的にコ
ンパイルさせることをいいます。注文管理
システムや証券取引システムなどの場合に
は、ウォームアップ処理によって実際の注文
が生成されないようにすることが重要です。
Java HotSpot VMには、JITコンパイ

ルに関してログに記録される情報を増やす
ためのスイッチが多数用意されています。
もっともよく使用されるスイッチはすでに
紹介したPrintCompilationですが、他
にもさまざまなスイッチがあり
ます。
本 記 事 で は

PrintCompilationを使用
して、Java HotSpot VMに
よるメソッドの実行時コンパイ
ルの効果を検証します。その
前に、時間を計測するための
System.nanoTime()メソッ
ドについて確認しておく必要が
あります。

タイマー・メソッド
J a v aでは、おもな時間値
を取得するメソッドとして、
currentTimeMillis()と
nanoTime()の2つが利用で
きます。currentTimeMillis()

は、実世界で計測される時間（いわゆる
「ウォール・クロック時間」）に対応します。
currentTimeMillis()の分解能は、ほとんど
の目的に対しては十分ですが、低レイテン
シ・アプリケーションに対しては不十分です。
より高い分解能を持つのが、ナノ秒単

位のタイマーであるnanoTime()です。
nanoTime()は、極めて短い間隔で時間を
計測します。1ナノ秒は、光を光ファイバ・
ケーブル内を約20cm移動するためにか
かる時間です。比較として挙げると、光が
光ファイバ・ケーブルでロンドンからニュー
ヨークまで伝送するためには、約27.5ミリ
秒かかります。
ナノ秒タイム・スタンプは、分解能が非常

に高いゆえに、内在的な不確実性を伴いま
す。したがって、nanoTime()を扱う場合
は、慎重な処理が必要になります。
たとえば、currentTimeMillis()は、通

常、異なるマシン間でも十分同期されるた
め、ネットワーク遅延の計測に利用できます
が、nanoTime()は異なるマシン間での使

用には適していません。
これまで説明した理論の一

部を実証するため、非常にシン
プルな（しかし極めて強力な）
JITコンパイル技術について検
証します。

メソッドのインライン化
JITコンパイラの主要な最適化
機能の1つが、メソッドのイン
ライン化です（javacにはイン
ライン化機能はありません）。
メソッドのインライン化では、
メソッドの本体を呼び出し元メ
ソッドの内部にコピーし、呼び
出し処理が行われないようにし
ます。小さなメソッドを呼び出
すコストが、そのメソッドが実

行する処理と比較して高い
場合があるため、メソッドの
インライン化は重要な機能
です。
JITコンパイラでは段階

的なインライン化が可能で
す。つまり、単純なメソッド
のインライン化から開始し、
他の最適化が可能になるに
つれて、より大きなブロック
のコードをインライン化し
ます。
リスト1、リスト1A、リ

スト1Bに示す例は、フィー
ルドを直接使用する場合と
getter/setterメソッドを
介して使用する場合のパ
フォーマンスを比較する単
純なテスト・ハーネスです。
メソッドの呼び出しは

フィールド・アクセスより
もコストがかかるため、
getterとsetterのような単
純なメソッドは、インライン
化しない場合のコストがイ
ンライン化した場合と比較
して大幅に高くなります。そ
のため、インライン化の第1
候補となります。
こ の テ ス ト・ハ ー

ネスを、j a v a  - c p  . 
-XX:PrintCompilation Mainを使用し
て実行すると、パフォーマンスの差を確認で
きます（リスト2参照）。
この結果は何を意味しているでしょうか。

リスト2の第1列は、プログラムが起動して
からの時間（ミリ秒）です。第2列は、メソッド
のID（コンパイルされたメソッド）、またはそ
の時点までに実行された反復の回数です。
注： StringクラスおよびUTF_8クラスは、

テストでは直接使用していませんが、プラッ
トフォームで使用されているためにコンパ
イル出力が表示されています。
リスト2の第2行では、フィールド・アクセ

スとgetter/setterのいずれのテストも非
常に低速であることがわかります。これは、
コードの初回実行には各クラスのロード時
間が含まれるためです。次の行では、この段
階でテスト対象コードがコンパイルされて

JVM 
統合

オラクルのエンジニアは現在、
Java HotSpot VMとOracle 
JRockitをマージし、両者の優れ
た機能を活用した統合製品の開

発に取り組んでいます。Java HotSpotとOracle 
JRockitが統合されたJava仮想マシン（JVM）は、
OpenJDKに含まれる予定です。重要な点は以下のとおり
です。

 ■ Oracle JRockitとHotSpotを、両者の優れた機能を
組み合わせた単一のJVMに統合する

 ■ 統合JVMはHotSpotのコードをベースとし、Oracle 
JRockitの機能が追加される

 ■ 統合の成果は段階的にOpenJDKに提供される
 ■ Oracle JRockit Mission Controlのツールなど、既
存の付加価値製品の一部は、引き続きオラクルが占有
し、商用ライセンスの対象とする

 ■ オラクルは、JDKおよびJREのバイナリを引き続き無
償配布する（一部非公開のソース項目が含まれる）

 ■ JVM統合は複数年をかけて実現する
JVM統合の詳細については、オラクルのJava 

Platform Groupの製品管理担当Senior Directorであ
るHenrik Ståhlによる『Oracle's JVM Strategy』を参
照してください。HotSpotの詳細については、OpenJDK 
HotSpotのページを参照してください。統合JVMに関す
るJDK強化提案（Enhancement Proposal）の全リス
トは『JEP Index』にあります。統合JVMの開発およびレ
ビューの最新情報を得るには、hotspot-dev@openjdk.
java.netメーリング・リストに参加してください。
̶Tori Wieldt

GETTERと
SETTER
メソッドの呼び
出しはフィール
ド・アクセスより
もコストがかかる
ため、getterと
setter のような
単純なメソッド
は、インライン化
しない場合のコス
トがインライン化
した場合と比較し
て大幅に高くなり
ます。そのため、
インライン化の第
1候補となります。
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いないにもかかわらず、大幅に高速になって
います。
以下の点にも注意してください。

 ■ 反復回数が1,000回および5,000回の
時点では、getterメソッドもsetterメソッ
ドもインライン化されておらず、最適化す
らされていないため、フィールドへの直接
アクセスの方がgetter/setterメソッド
経由のアクセスよりも高速です。とはい
え、いずれのアクセスもかなり高速になっ
ています。

 ■ 反復回数が9 ,000回に達する前に
getterが最適化されています（getterは
1回のループにつき2度呼び出されるた
め）。その結果、全体的なパフォーマンス
がわずかに向上しています。

 ■ 反復回数が10,000回に達する前に
setterが最適化されています。コードの
最適化にかかる時間を含む追加時間が発
生したため、コードの実行速度が一時的に
低下しています。

 ■ 最終的に、いずれのテストクラスも最適化
されます。

 ■ DFACa l l e rクラスはフィール
ドへ の 直 接アクセスを使 用し、
GetSetCallerクラスはgetterと
setterを使用しています。この段階
で、getterとsetterは最適化されるだ
けでなく、インライン化もされます。

 ■ この後、反復回数が13,000回に達す
るまでは、テストにかかる時間はまだ最
適ではありません。

 ■ 反復回数が13,000回を超えてから
20,000回までの各処理のパフォーマ
ンスは、20,000回を超えてから最後の
100,000回目までの各処理のパフォーマ
ンスと同等まで向上しています。つまり、パ
フォーマンスは安定状態に達しています。
重要な点は、安定状態のパフォーマン

スは、フィールドへの直接アクセスでも

getterおよびsetterをした場合でも基本
的に同じであるということです。これは、
getterおよびsetterメソッドが（最終的に）
GetSetCaller内にインライン化されるこ
とで、viaGetSetから呼び出されるコード
の動作が、directCall内の（フィールドに直
接アクセスする）コードの動作とまったく同
じになるためです。
なお、JITコンパイルはバックグラウンドで

実行され、各最適化が実行可能になるタイミ
ングは、マシンごとに異なります。また、実行
ごとにも若干異なります。

まとめ
本記事では、JITコンパイルという氷山のほ
んの一角を示しました。特に、適切なベンチ
マークの記述方法やプラットフォームの動的
な特質に惑わされないための統計情報の使
用方法という非常に重要な側面については
説明していません。
本記事で使用したベンチマークは非常に

単純なものであり、実際のベンチマークとし
ては適していません。パート2では、プログ
ラマが記述したコードを JIT コンパイラが
コンパイル時にどのようなコードを生成す
るかについて深く掘り下げる予定です。</
article>
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public class Main {
    
    private static double timeTestRun(String desc, int runs, Callable<Double> 
callable) throws Exception {
        long start = System.nanoTime();
        callable.call();
        long time = System.nanoTime() - start;
        return (double) time / runs;
    }

    // Housekeeping method to provide nice uptime values for us
    private static long uptime() {
        return ManagementFactory.getRuntimeMXBean().getUptime() + 15; 
    // fudge factor
    }

    public static void main(String... args) throws Exception {
        int iterations = 0;
        for (int i : new int[]{ 100, 1000, 5000, 9000, 10000, 11000, 13000, 
20000, 100000} ) {
            final int runs = i - iterations;
            iterations += runs;

            // NOTE: We return double (sum of values) from our test cases to
            // prevent aggressive JIT compilation from eliminating the loop in
            // unrealistic ways
            Callable<Double> directCall = new DFACaller(runs);
            Callable<Double> viaGetSet = new GetSetCaller(runs);

            double time1 = timeTestRun("public fields", runs, directCall);
            double time2 = timeTestRun("getter/setter fields", runs, viaGetSet);

            System.out.printf("%7d %,7d\t\tfield access=%.1f ns, getter/
setter=%.1f ns%n", uptime(), iterations, time1, time2);
            // added to improve readability of the output
            Thread.sleep(100);
        }
    }
}

リスト1       リスト1A        リスト1B        リスト2         
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