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本記事では、Javaが誕生して以来もっとも重要なソフトウェア・エンジニアリング・テクノロジーとして新たに

登場したJava 9プラットフォーム・モジュール・システム（JPMS）について紹介します。Project Jigsawの成果

であるモジュール化によって、あらゆるレベルの開発者によるソフトウェア・システムのビルド、メンテナンス、改良

の生産性が高まります。とりわけ、大規模システムにはこのことが当てはまります。 

モジュールとは 
モジュール化によって、パッケージの上位に新しい集まりが加わります。そこで鍵となる新しい言語要素がモジュー

ルです。モジュールは、関連するパッケージ、リソース（イメージ・ファイルやXMLファイルなど）、モジュール記述子の

集まりで、一意の名前が与えられており、再利用できます。モジュール記述子には、以下の内容を指定します。 
■■ モジュールの名前 
■■ モジュールの依存性（すなわち、そのモジュールが依存するモジュール） 
■■ 明示的に他のモジュールから使用できるようにするパッケージ（モジュール内にある他のすべてのパッケージは、

他のモジュールからは暗黙的に使用不可能になります） 
■■ 提供するサービス 
■■ 使用するサービス 
■■ リフレクションを許可するモジュール 

歴史 
Java SEプラットフォームは、1995年に誕生しました。そして現在は、Internet of Things（IoT）や埋込みデバイスな

ど、リソースが限られたデバイスで動作する小規模アプリから、ビジネスに欠かせない大規模ミッション・クリテ

ィカル・システムまで、あらゆるものを構築するために使用されています。また、Java SEを使用している開発者は

約1000万人にのぼります。そこには大量のレガシー・コードも存在しますが、現在に至るまでJavaプラットフォーム

はそもそもモノリシックであり、あらゆるものに対応する包括的なソリューションであり続けています。長年にわた

Java 9モジュールを理解する
モジュールとは何か、モジュールをどう使うのか

PAUL DEITEL 
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https://twitter.com/oraclejavamag
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り、Javaのモジュール化に向けたさまざまな取り組みが行われてきましたが、普及したものはなく、Javaプラットフ

ォーム自体をモジュール化するために使われたものもありませんでした。

Java SEプラットフォームのモジュール化の実装は難しく、その作業には長い年月を要しています。JSR 277

：Javaモジュール・システムは、もともとJava 7のために2005年に提案されたものです。このJSRは、後にJSR 376

：Javaプラットフォーム・モジュール・システムに取って代わられ、ターゲ

ットはJava 8になりました。そして、Java 9ではJava SEプラットフォーム

がモジュール化されましたが、そのJava 9も2017年9月まで遅れました。 

目標 
JSR 376によれば、Java SEプラットフォームのモジュール化が目標として

いるのは、主に以下の点です。 
■■ 信頼性の高い構成：モジュール化により、モジュール間の依存性を明

示的に宣言するメカニズムが提供されるため、コンパイル時と実行時

の両方で依存性を認識できます。システムは、この依存性を横断的に確認することで、アプリをサポートするため

に必要となるすべてのモジュールで構成されるサブセットを特定できます。 
■■ 強力なカプセル化：モジュール内のパッケージは、そのモジュールで明示的にエクスポートされた場合のみ、他

のモジュールからアクセスできます。その場合でも、パッケージのエクスポート元モジュールの機能が必要である

ことを明示的に宣言しない限り、エクスポートされたパッケージを他のモジュールから使用することはできませ

ん。これにより、攻撃者がアクセスできるクラスが少なくなるため、プラットフォームのセキュリティが向上します。

モジュール化を検討することで、より美しく論理的な設計を考え出せる可能性もあります。 
■■ スケーラブルなJavaプラットフォーム：これまで、Javaプラットフォームは多数のパッケージで構成されたモノリシ

ックなシステムでした。そのため、開発やメンテナンス、改良が難しく、簡単にサブセットを作成することはできま

せんでした。現在のところ、プラットフォームは95のモジュールに分割されており（この数は、Javaが進化するに

つれて変わる可能性があります）、アプリや対象デバイスに必要なモジュールのみで構成されたカスタム・ランタ

イムを作ることができるようになっています。たとえば、デバイスがGUIをサポートしていない場合、GUIモジュー

ルを含まないランタイムを作成することもできるため、ランタイムのサイズを大幅に削減できます。 
■■ プラットフォームの整合性向上：プラットフォーム内にありながらも、アプリのクラスによって使われることが想

定されていないクラスが多数あります。Java 9より前は、そのようなクラスも使うことができました。Java 9では、

強力なカプセル化により、そういった内部APIは完全にカプセル化され、プラットフォームを使用するアプリには

すべてのモジュール
は、その依存性を明
示的に宣言する必要
があります。

https://jcp.org/en/jsr/detail?id=277
https://jcp.org/en/jsr/detail?id=277
https://jcp.org/en/jsr/detail?id=376
https://jcp.org/en/jsr/detail?id=376
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隠蔽されます。ただし、内部APIに依存しているコードがある場合、そのレガシー・コードをJava 9モジュールに移

行すると、問題が起きる可能性があります。 
■■ パフォーマンスの向上：JVMでは、さまざまな最適化手法を使ってアプリケーションのパフォーマンスを改善して

います。JSR 376に記載されているように、そういった最適化手法は、必要な型が特定のモジュール内にしかない

ことがあらかじめわかっている場合、さらに効果が上がります。 

JDKのモジュールの一覧表示 
Java 9の重要な側面の1つは、JDKがモジュールに分割され、さまざまな構成がサポートされている点です（「JEP 

200：モジュール式JDK」を参照してください。Javaのモジュール化に関するすべてのJEPおよびJSRを、表1に示しま
す）。まずは、JDKのbinフォルダから、次のように--list-modulesオプションを指定してjavaコマンドを使ってみま
す。 

java --list-modules 

すると、JDKの一連のモジュールが一覧表示されます。その中には、Java言語SE仕様を実装する標準モジュール（

名前がjavaで始まるもの）、JavaFXモジュール（名前がjavafxで始ま
るもの）、JDK固有のモジュール（名前がjdkで始まるもの）、Oracle
固有のモジュール（名前がoracleで始まるもの）が含まれています。
各モジュール名の後には、バージョン文字列が続きます。たとえ

ば、@9はモジュールがJava 9に付属するものであることを示してい
ます。

モジュールの宣言 
前述のように、モジュールにはモジュール 

記述子が必要です。モジュール記述子は、モジュールの依存性や、他

のモジュールから使用できるようにするパッケージなどを指定する

メタデータです。モジュール記述子は、module-info.javaという名
前のファイル内で定義した 表1： Javaのモジュール化に関するJEPとJSR

JEP 200： モジュール式JDK

JEP 201： モジュール・ソース・コード

JEP 220： モジュールのランタイム・イメージ

JEP 260： 大半の内部APIの隠蔽

JEP 261： モジュール・システム

JEP 275： モジュール式JAVAアプリケーションのパッ
ケージ化

JEP 282： JLINK：JAVAリンカー

JSR 376： JAVAプラットフォーム・モジュール・システ
ム

JSR 379： JAVA SE 9

http://openjdk.java.net/jeps/200
http://openjdk.java.net/jeps/200
http://openjdk.java.net/jeps/201
http://openjdk.java.net/jeps/220
http://openjdk.java.net/jeps/260
http://openjdk.java.net/jeps/261
http://openjdk.java.net/jeps/275
http://openjdk.java.net/jeps/275
http://openjdk.java.net/jeps/282
https://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=376
https://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=376
https://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=379
http://openjdk.java.net/jeps/200
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モジュール宣言をコンパイルしたものです。それぞれのモジュール宣言では、moduleキーワードに続けて 
一意のモジュール名を記述し、波括弧内にモジュール本体を記述し

ます。次に例を示します。 

module モジュール名 { 
} 

モジュール宣言の本体は、空になる場合も、さまざまなモジュール・

ディレクティブが含まれる場合もあります。モジュール・ディレクティ

ブには、requires、exports、provides…with、uses、opensなどがあります（それぞれについて詳しくは後述しま
す）。後ほど説明しますが、モジュール宣言をコンパイルするとモジュール記述子が作成されます。モジュール記述

子は、module-info.classという名前のファイルとしてモジュールのルート・フォルダに保存されます。ここで、それ
ぞれのモジュール・ディレクティブについて簡単に紹介します。その後、実際のモジュール宣言について見ていきま

す。 

exports、module、open、opens、provides、requires、uses、withの各キーワードは、限定キーワードで
す。後ほど紹介するtoとtransitiveも同様です。限定キーワードは、モジュール宣言の中でのみキーワードとして扱
われます。コードの他の部分では、識別子として使うことができます。 

requires：requiresモジュール・ディレクティブは、そのモジュールが別のモジュールに依存することを指
定します。この関係をモジュール依存性と呼びます。すべてのモジュールは、その依存性を明示的に宣言する必要

があります。モジュールAがモジュールBを必要とする場合、モジュールAがモジュールBを読み取り、モジュールBは
モジュールAによって読み取られることになります。別のモジュールへの依存性を指定するためには、次のように

requiresを使用します。 

requires モジュール名; 

また、requires staticというディレクティブもあります。このディレクティブは、コンパイル時にはモジュールが必要
になるものの、実行時には省略可能であることを示します。これをオプション依存性と呼びますが、本記事では取

り上げません。 

requires transitive̶暗黙の可読性：暗黙の可読性とは、別のモジュールへの依存性を指定し
つつ、現在のモジュールを読み取る他のモジュールもその依存性を読み取れるようにすることです。暗黙の可読性

モジュール・システムの主
な動機の1つに、強力なカ
プセル化があります。
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を指定するためには、次のようにrequires transitiveを使います。 

requires transitive モジュール名; 

java.desktopのモジュール宣言に含まれる、次のディレクティブについて考えてみます。

requires transitive java.xml; 

この場合、java.desktopを読み取るすべてのモジュールは、暗黙的にjava.xmlを読み取ります。たと
えば、java.desktopモジュールのあるメソッドがjava.xmlモジュールで定義されている型を返す場
合、java.desktopを読み取るモジュールのコードはjava.xmlに依存することになります。java.desktopのモジュー
ル宣言にrequires transitiveディレクティブがない場合、そのような依存モジュールは、明示的にjava.xmlを読み取
らない限りコンパイルできません。 

JSR 379によると、この例で示したような場合、Java SEの標準モジュールは必ず暗黙の可読性を付与すること

になっています。また、Java SE標準モジュールは非標準モジュールに依存する可能性がありますが、非標準モジュ

ールに暗黙の可読性を付与することはありません。これによって、Java SE標準モジュールのみに依存するコードで

は、Java SE実装間の移植性が保証されています。 

exportsとexports…to：exportsモジュール・ディレクティブは、モジュールに含まれる1つのパッケー
ジのpublic型（およびネストされているpublic型とprotected型）に対して、他のモジュールすべてのコードからア
クセスできることを指定します。また、exports…toディレクティブを使うと、エクスポートされたパッケージにどの
モジュールまたはモジュールのコードがアクセスできるかをカンマ区切りのリストによって厳密に指定できます。こ

れを制限付きエクスポートと呼びます。 

uses：usesモジュール・ディレクティブは、モジュールが使用するサービスを指定します。つまり、そのモジュ
ールはサービス・コンシューマになります。サービスとは、usesディレクティブで指定されたインタフェースを実装す
るか、またはabstractクラスを拡張するクラスのオブジェクトのことを指します。 
provides…with：provides…withモジュール・ディレクティブは、モジュールがサービスの実装を提供

することを指定します。つまり、そのモジュールはサービス・プロバイダになります。ディレクティブのprovides部で
は、モジュールのusesディレクティブに記載されるインタフェースまたはabstractクラスを指定します。with部で
は、インタフェースを実装またはabstractクラスを拡張したサービス・プロバイダ・クラスの名前を指定します。
open、opens、opens…to：Java 9より前では、リフレクションを使ってパッケージ内のすべての型や

http://cr.openjdk.java.net/~iris/se/9/java-se-9-pr-spec-01/java-se-9-spec.html#s7
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型のすべてのメンバーを参照できました。その際、この機能を許可したいかどうかにかかわらず、privateなメンバー
もすべて参照できました。つまり、本当の意味でカプセル化されているものは何もありませんでした。 

モジュール・システムの主な動機の1つに、強力なカプセル化があります。デフォルトでは、他のモジュールから

モジュール内の型にアクセスすることはできません。アクセスできるようになるのは、型がpublicかつパッケージを

エクスポートした場合であるため、公開したいパッケージのみを公開できます。Java 9では、リフレクションにもこ

の考え方が適用されます。 

実行時にのみパッケージへのアクセスを許可する：opensモジュール・ディレクティブは、次
の形式で記述します。 

opensパッケージ

これにより、他のモジュールのコードから、特定のパッケージ内のpublic型（およびネストされているpublic型と
protected型）に対して実行時にのみアクセスできることを指定します。また、指定したパッケージのすべての型（
およびその型のすべてのメンバー）にリフレクションを使ってアクセスすることもできます。 
実行時にのみ特定のモジュールに対してパッケージへのアクセスを許可す

る：opens…toモジュール・ディレクティブは、次の形式で記述します。 

opens パッケージ to カンマ区切りのモジュール・リスト 

これにより、記載したモジュールのコードから、特定のパッケージ内のpublic型（およびネストされているpublic型
とprotected型）に対して実行時にのみアクセスできることを指定します。指定したモジュールのコードでは、指定
したパッケージのすべての型（およびその型のすべてのメンバー）にリフレクションを使ってアクセスすることもで

きます。 

実行時にのみモジュール内のすべてのパッケージへのアクセスを許可する：すべての
モジュールに対して実行時にモジュール内のすべてのパッケージにリフレクションを使ってアクセスできるようにす

る場合は、次のようにしてモジュール全体をopenすることができます。 

open module モジュール名 {
   // モジュール・ディレクティブ 
} 
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リフレクションのデフォルト 
デフォルトで、実行時にリフレクションを使ってパッケージに

アクセスできるモジュールは、パッケージのpublic型（およ
びネストされているpublic型とprotected型）を参照できま
す。ただし、他のモジュールのコードは、公開されているパッ

ケージのすべての型とその型のすべてのメンバーにアクセス

できます。その際には、以前のバージョンのJavaと同じよう

に、setAccessibleを使ってprivateメンバーにアクセスする
こともできます。setAccessibleおよびリフレクションについ
て詳しくは、オラクルのドキュメントを参照してください。 

依存性注入：通常、リフレクションは依存性注入とともに使われます。その例の1つが、FXMLベースの
JavaFXアプリです。[編集注：FXMLの使用について詳しくは、本号の「FXMLLoaderでFXMLのカスタム動作を定義

する」をご覧ください。] FXMLアプリがロードされると、アプリが依存するコントローラ・オブジェクトとGUIコンポ

ーネントが動的に作成されます。この仕組みを以下に示します。 
■■ アプリはGUIとの相互作用を処理するコントローラ・オブジェクトに依存しているため、最初にFXMLLoaderが、
実行中のアプリにコントローラ・オブジェクトを注入します。つまり、FXMLLoaderはリフレクションを使い、コン
トローラ・クラスを探してメモリにロードし、そのクラスのオブジェクトを作成します。 

■■ 次に、コントローラはFXMLで宣言されているGUIコンポーネントに依存しているため、FXMLLoaderがFXMLで宣
言されているGUIコントロールを作成してコントローラ・オブジェクトに注入します。その際に、各GUIコントロール

は、コントローラ・オブジェクト内の対応する@FXMLインスタンス変数に割り当てられます。さらに、@FXML付
きで宣言されているコントローラのイベント・ハンドラは、FXMLでの宣言のとおりに、対応するコントロールにリ

ンクされます。

この処理が完了すると、コントローラとGUIがやり取りを行えるようになり、イベントに応答できるようになりま

す。opens…toディレクティブを使うと、FXMLLoaderがカスタム・モジュール内にあるJavaFXアプリに対してリフ
レクションを使用できるようになります。 

モジュールを使ったWelcomeアプリ 
このセクションでは、モジュールの基礎について説明するために、単純なWelcomeアプリを作ってみます。ここで
は、以下のことを行います。 

コンパイル時に同じ名前のモジ
ュールが複数見つかった場合、
コンパイル・エラーが発生しま
す。実行時に同じ名前のモジュー
ルが複数見つかった場合、例外
が発生します。

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/reflect/
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■■ モジュールに格納するクラスを作成する 
■■ モジュールを宣言する 
■■ モジュール宣言とWelcomeクラスをコンパイルし、モジュールを作成する 
■■ モジュールにmainを含むクラスを実行する
また、基本について紹介した後、以下のことも説明します。 

■■ WelcomeアプリをモジュールJARファイルにパッケージ化する
■■ JARファイルからアプリを実行する 

Welcomeアプリの構造：このセクションで紹介するアプリは、2つの.javaファイルで構成されていま
す。Welcome.javaにはWelcomeアプリのクラスが、module-info.javaにはモジュール宣言が含まれています。慣
例的に、モジュール化されたアプリは次のようなフォルダ構造になっています。 

アプリのフォルダ
    src
        モジュール名フォルダ 
            パッケージのフォルダ階層
                Javaソース・コード・ファイル群
            module-info.java

今回のアプリは、com.deitel.welcomeパッケージに定義するため、フォルダ構造は図1のようになります。 
srcフォルダには、アプリのソース・コードをすべて格納します。具体的には、名前がモジュールと同じ

com.deitel.welcomeである、モジュールのルート・フォルダが含ま
れています（モジュールのネーミングについては、後述します）。モ

ジュールのルート・フォルダには、パッケージのディレクトリ構造を

表す、com/deitel/welcomeというネストされたフォルダが含まれ
ています。このフォルダは、com.deitel.welcomeパッケージに対
応するものです。このフォルダに、Welcome.javaが含まれていま
す。モジュールのルート・フォルダには、必須であるモジュール宣言

module-info.javaも含まれています。 
モジュールのネーミング規則：パッケージ名と同様

図1：Welcomeアプリのフォルダ
構造 
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に、モジュール名も一意である必要があります。一意性を確保するため、通常はパッケージ名の最初を、組織のイン

ターネット・ドメイン名を逆順にしたものにします。筆者が使っているドメイン名はdeitel.comです。そのため、パッ
ケージ名の最初はcom.deitelとなります。慣習上、モジュール名にもドメイン名を逆順にしたものを使用します。 

コンパイル時に同じ名前のモジュールが複数見つかった場合、コンパイル・エラーが発生します。実行時に同

じ名前のモジュールが複数見つかった場合、例外が発生します。 

今回の例では、モジュール内にあるパッケージは1つだけであるため、モジュールとそこに含まれるパッケージ

に同じ名前を使っています。これは必須ではありませんが、一般的な慣習です。モジュールを使うアプリでは、Java

はモジュール名をパッケージ名やパッケージ内の型の名前とは別に管理しています。そのため、モジュール名とパッ

ケージ名が重複しても問題ありません。 

通常、モジュールは関連するパッケージをまとめたものです。そのため、パッケージ名には共通部分があること

がほとんどです。たとえば、モジュールに次のパッケージが含まれているとします。 

com.deitel.sample.firstpackage; 
com.deitel.sample.secondpackage; 
com.deitel.sample.thirdpackage; 

通常は、パッケージ名の共通部分をモジュールの名前にします。この例では、 

com.deitel.sampleです。共通部分がない場合は、モジュールの目的を示す名前を選びます。た
とえば、java.baseモジュールには、Javaアプリに欠かせないと考えられているコア・パッケージ
（java.lang、java.io、java.time、java.utilなど）が含まれています。また、java.sqlモジュールには、JDBCを経由し
たデータベースの操作に必要なパッケージ（java.sql、javax.sqlなど）が含まれています。ここで紹介したのは、多
数ある標準モジュールのうちの2つだけです。java.baseなど、各標準モジュールのオンライン・マニュアルには、そ
のモジュールでエクスポートされているパッケージの完全なリストが掲載されています。 

Welcomeクラス：Welcomeアプリのコードを次に示します。このアプリは、コマンドラインに文字列を
表示するだけのものです。モジュール内に格納される型を定義する場合、すべての型をパッケージに格納する必要

があります（コードの3行目を参照）。 

// Welcome.java 
// モジュールに格納されるWelcomeクラス 
package com.deitel.welcome; // モジュール内のすべてのクラスはパッケージに格納する必要がある 

http://download.java.net/java/jdk9/docs/api/java.base-summary.html
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public class Welcome { 
   public static void main(String[] args) { 
      // Systemクラスは、java.baseモジュールのjava.langパッケージ内に存在する 
      System.out.println("Welcome to the Java Platform Module System!"); 
   }
} 

module-info.javaのモジュール宣言：次のリストは、com.deitel.welcomeモジュールのモジュ
ール宣言です。  

// module-info.java 
// com.deitel.welcomeモジュールのモジュール宣言 
module com.deitel.welcome { 
    requires java.base; // これはすべてのモジュールに暗黙的に含まれるため、省略可能 
} 

繰り返しになりますが、モジュール宣言はmoduleキーワードに続けてモジュール名を記述し、波括弧内に宣言本
体を記述します。このモジュール宣言には、requiresモジュール・ディレクティブが含まれています。このモジュー
ル・ディレクティブは、アプリがjava.baseモジュールで定義されている型に依存することを示しています。実際に
は、すべてのモジュールがjava.baseに依存するため、このrequiresモジュール・ディレクティブはすべてのモジュー
ル宣言で暗黙的に行われています。そのため、このモジュール・ディレクティブを省略して次のように記述すること

も可能です。 

module com.deitel.welcome { 
} 

モジュールをコンパイルする：Welcomeアプリのモジュールをコンパイルするためには、コマンド・
ウィンドウを開き、cdコマンドを使ってWelcomeAppフォルダに移動した後、次のように入力します。 

javac -d mods/com.deitel.welcome ^
    src/com.deitel.welcome/module-info.java ^
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    src/com.deitel.welcome/com/deitel/welcome/Welcome.java 

[注：記号^は、Microsoft Windowsの行継続文字です。上記のコマンドは、行継続文字を使用せずに1行で入
力することもできます。LinuxおよびmacOSのユーザーが複数行にわたるコマンドを入力する場合は、コマンド

ライン内のキャレット（^）をバックスラッシュ行継続文字（\）に置き換える必要があります。] -dオプションを
使うと、javacはコンパイルしたコードを指定されたフォルダに格納します。この例では、コンパイル済みモジュ
ールを表すcom.deitel.welcomeという名前のサブフォルダを含むmodsフォルダに格納しています。慣習上、
モジュールを含むフォルダにはmodsという名前が使用されます。 
コンパイル後のWelcomeアプリのフォルダ構造：コードが正常にコンパイルされると、コン

パイル済みコードがWelcomeAppフォルダのmodsサブフォルダ構造に格納されます（図2参照）。このフォルダ
は、展開済みモジュール・フォルダと呼ばれています。この名称は、こ

のフォルダと.classファイルがJAR（Javaアーカイブ）ファイルに含まれ
ていないことに由来しています。展開済みモジュールの構造は、前述

した、アプリのsrcフォルダに類似しています。後ほど、このアプリを
JARにパッケージ化します。展開済みモジュール・フォルダとモジュー

ルJARファイルは、モジュール・アーティファクトと呼ばれます。モジュ

ール・アーティファクトは、モジュール化したコードのコンパイル時お

よび実行時にモジュール・パス（モジュール・アーティファクトの格納

場所のリスト）に配置できます。 

モジュールの説明を参照する：javaコマンド
の--describe-moduleオプションを使うと、com.deitel.welcomeモジュール記述子の情報を参照できま
す。WelcomeAppディレクトリから、次のコマンドを実行してください。

java --module-path mods --describe-module com.deitel.welcome 

次の結果が出力されます。 

com.deitel.welcome pathContainingModsFolder/mods/com.deitel.welcome/
requires java.base

図2：Welcomeアプリのmodsフォ
ルダの構造
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contains com.deitel.welcome

まず、モジュール名とその格納場所が出力されています。続いて、このモジュールには標準モジュールjava.baseが
必要で、パッケージcom.deitel.welcomeが含まれていることが出力されています。モジュールには上記のパッケー
ジが含まれていますが、エクスポートはされていません。そのため、他のモジュールからパッケージの内容を使用す

ることはできません。この例のモジュール宣言では、java.baseが必要であることを明示的に宣言したため、先ほど
の出力には次の行が含まれています。 

requires java.base 

java.baseが必要であることを明示的に宣言しなかった場合、出力には代わりに次の行が含まれます。 

requires java.base mandated 

mandatedというモジュール・ディレクティブはありません。このモジュール・ディレクティブ
が--describe-moduleの出力に含まれるのは、単に、すべてのモジュールがjava.baseに依存していることを示すた
めです。 

モジュールの展開済みフォルダからアプリを実行する：モジュールの展開済みフォルダから
Welcomeアプリを実行するためには、WelcomeAppフォルダから次のコマンドを使用します（ここでも、macOS/
Linuxユーザーは^を\に置き換えてください）。 

java --module-path mods ^ 
   --module com.deitel.welcome/com.deitel.welcome.Welcome 

--module-pathオプションでは、モジュールが格納されている場所を指定します。この場合は、modsフォルダにな
ります。--moduleオプションでは、モジュール名と、アプリのエントリ・ポイントとなるクラス（mainを含むクラス）
の完全修飾名を指定します。プログラムが実行されると、次の結果が表示されます。 

Welcome to the Java Platform Module System! 
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先ほどのコマンドで、--module-pathは-p、--moduleは-mという省略形を使用できます。 
モジュールをモジュールJARファイルにパッケージ化する：jarコマンドを使用すると、

展開済みモジュール・フォルダをモジュールJARファイルにパッケージ化することができます。このファイルに

は、module-info.classファイルを含むモジュールの全ファイルが含まれます。module-info.classファイルは、JAR
のルート・フォルダに格納されます。アプリを実行するときは、モジュール・パスにあるJARファイルを指定しま

す。jarコマンドを実行する前に、JARファイルを出力するフォルダが存在している必要があります。 
モジュールにアプリのエントリ・ポイントが含まれている場合、jarコマンドの--main-classオプションでそのク

ラスを指定できます。次に例を示します。 

jar --create -f jars/com.deitel.welcome.jar ^ 
   --main-class com.deitel.welcome.Welcome ^ 
   -C mods/com.deitel.welcome . 

各オプションの意味は、次のとおりです。 
■■ --createでは、新しくJARファイルを作成することを指定しています。 
■■ -fでは、JARファイルの名前を指定しています。この例では、jarsという名前のフォルダにファイル
com.deitel.welcome.jarが作成されます。 

■■ --main-classでは、アプリのエントリ・ポイント（mainメソッドを含むクラス）の完全修飾名を指定しています。 
■■ -Cでは、JARファイルに含めるファイルが格納されているフォルダを指定しています。ドット（.）は、フォルダ内のす
べてのファイルを含めることを示しています。 

モジュールJARファイルからWelcomeアプリを実行する：エントリ・ポイントを指定してモジ
ュールJARファイルにアプリを格納した後は、次のようにしてアプリを実行できます。

java --module-path jars com.deitel.welcome 

省略形を用いて次のように記述することもできます。 

java -p jars -m com.deitel.welcome 

JARの作成時にエントリ・ポイントを指定しなかった場合でも、モジュール名と完全修飾クラス名を指定してアプリ
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を実行できます。次に例を示します。 

java --module-path jars ^
   com.deitel.welcome/com.deitel.welcome.Welcome 

次のように記述することもできます。 

java -p jars -m com.deitel.welcome/com.deitel.welcome.Welcome 

クラスパスとモジュール・パス：Java 9より前のコンパイラとランタイムは、クラスパスを使って型を
探していました。クラスパスは、コンパイル済みのJavaクラスを含むフォルダおよびライブラリ・アーカイブ・ファイル

のリストです。以前のバージョンのJavaでのクラスパスは、CLASSPATH環境変数、JREの特殊なフォルダに格納さ
れた拡張機能、javacコマンドおよびjavaコマンドのオプションを組み合わせて定義されていました。 

この仕組みでは、複数の場所から型をロードできたため、それぞれの場所を検索する順番がアプリの不安定

さにつながることがありました。たとえば、何年も前に、筆者はサード・パーティ・ベンダー製のJavaアプリを自分

のシステムにインストールしたことがあります。そのアプリのインストーラは、古いバージョンのサード・パーティ製

JavaライブラリをJREの拡張機能フォルダに格納するものでした。そのアプリ以外に、筆者のシステムのJavaアプリ

で、そのライブラリの新しいバージョンに依存するものが複数ありました。新しいバージョンのライブラリでは、新

しい型の追加や、古いライブラリの型の拡張が行われていました。しかし、JREの拡張機能フォルダ内にあるクラ

スは、クラスパスの他のクラスよりも先にロードされます。そのため、新しいバージョンのライブラリに依存するア

プリを実行すると、NoClassDefFoundErrorやNoSuchMethodErrorが発生して動作が停止するようになりまし
た。場合によっては、アプリが実行を始めてかなり経過してから停止することもありました（クラスのローディングに

ついて詳しくは、「Understanding Extension Class Loading」を参照

してください）。

モジュールおよびモジュール記述子で得られる信頼性の高い構

成は、実行時におけるそのような多くのクラスパス問題の解決に役

立ちます。また、すべてのモジュールで依存性が明示的に宣言される

ようになり、その依存性もアプリの起動時に解決されます。モジュー

ル・パスにモジュールを1つだけ格納し、すべてのパッケージを1つの

モジュールおよびモジュー
ル記述子で得られる信頼
性の高い構成は、実行時に
おける多くのクラスパス問
題の解決に役立ちます。

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/ext/basics/load.html
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モジュール内で定義することも可能です。複数のモジュールが同じ名前である場合や、同じ

パッケージをエクスポートしている場合、ランタイムはプログラムを実行せずに、即座に終了

します。</article>

Paul Deitel：Deitel & AssociatesのCEO兼最高技術責任者。MITの卒業
後、コンピュータ業界で 
35年働いている。Java Championであり、22年を超えるJavaプログラミン
グ経験を持つ。共著者のHarvey M. Deitel博士とともに、世界でベストセラ
ーとなっているプログラミング言語関連の本を執筆している。世界の産業
界、政府、学術機関のクライアントに向けて、Java、Android、iOS、C#、C++
、C、インターネットの各プログラミング・コースを開講している。

[編集注：本記事は、最近出版されたPaul Deitel氏およびHarvey Deitel氏の共著書『Java 9 

for Programmers』から抜粋したものです。今後のJava Magazineに書評が掲載される予定
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Platform Module System（JPMS）」を、SafariBooksOnline.comのサブ
スクライバーは追加費用なしで利用できます。
Sander MakおよびPaul Bakker著『Java 9 Modularity:Patterns and 
Practices for Developing Maintainable Applications』（O'Reilly 
Media、2017年）
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EDINBURGH JUG
スコットランドの首都エディンバラは、エディンバラ・フェスティバルと世界
遺産で有名ですが、テクノロジーの街でもあります。イギリスの中でも特に
技術労働者が集中している場所であり、3つの大学、多数の金融サービス
企業、イギリス最大の技術系起業支援会社、そして活発な新興企業コミュ
ニティが存在しています。もちろん、そういった企業の多くがJavaをベース
にしています。

もともとのEdinburgh Java User Group（EdJug）は、スコットランド
中のJava開発者を集めるために2011年に設立されました。やがてその活
動は停滞していきましたが、2014年に、エディンバラの地元の技術コミュ
ニティに対象を絞って再始動しました。

2014年以来、JavaとJVMに関心を持つプロの開発者や学生などによ
り、EdJugの会員数は80ほどに増加しています。毎月最終水曜日にミーテ
ィングを開催しており、地元の講師や世界中の専門家を招いて講演が行
われています。最近では、静的分析、Androidのセキュリティ、プロパティ
ベースのテストなどのテーマが取り上げられました。

このJUGは、スポンサーの協力も得て、週末の無料トレーニング・
コースなどの1回限りのイベントも開催しています。今までのコースで
は、Scala、Clojure、Java 8などを扱っています。 

近隣のグラスゴーやセント・アンドリューズとともに、エディンバラ
は、関数型プログラミングの専門家が集まる国際的な中心地の1つとなっ
ています。JUGの活動にもこれが反映されており、地元の関数型プログラ
ミング・グループとの協力のもと、HaskellやIdrisなどの言語のトレーニング
やワークショップが開催されています。
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