こ

の 記 事 は 、J a v a
Community Process
（ J C P ）か ら 選 ば れ た
Executive Committeeのメン
バ ー にインタビュー するシリー
ズ の 第 1 回 で す 。今 回 は 、A z u l
S y s t e m s の C T Oおよび共 同
設 立 者であり、代 表も務めるG i l
Tene氏に、JavaとJCPの現況
に対する見解をうかがいました。
Azul Systemsは、拡張性に優れ
たJava仮想マシン（JVM）を開発
しており、2003年にJCPのメン
バー、2011年11月にExecutive
Committeeのメンバーになって
います。

カリフォルニア州サニーベー
ルの Azul Systems 本社
にてウェブキャストの準備を
行う CTO の Gil Tene 氏

写真： MARGOT HARTFORD
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Java Magazine: 普段の業務について簡単に教え
てください。
Tene氏： Azul SystemsのCTOを務めています。
Azulは、拡張性の高いJVMの開発に注力しています。
ですから、AzulにとってはJavaが世界であり、Java
がすべてです。そのため、JCPやJavaコミュニティが
あらゆる活動の中心となっています。Azulでは長年に
わたって、拡張性の極めて高いJVMを提供してきまし
た。CPUコアは数個から1000個近くまで、メモリは
数ギガバイトから数百、数千ギガバイトまで、どのよう
なプラットフォームでも動作します。おそらく、Azulの
技術でもっともよく知られているのは、並行処理によ
るガベージ・コレクションでしょう。応答時間の短縮が
命題であるエンタープライズ向けJavaアプリケーショ
ンでは、ガベージ・コレクションによる動作停止が問題
となりますが、
これを効果的に解消できます。
私は、Azul内でメンバーとともに現場で作業を行っ
たり、
カンファレンスへの参加や論文執筆、顧客とのや
り取りといった多くの社外活動も担当しています。こ
の業務をAzulで約10年間続けていますが、過去の経
験から、
これほど楽しい仕事はないと感じています。エ
ンジニアにとって、Azulはおもちゃ屋のような場所で
す。私は具体的には、並行ガベージ・コレクタからロッ
クとトランザクショナル・メモリまで、拡張性の高い
JVMを構成するさまざまな要素に取り組んできまし
た。実行時の拡張性に「効果があることは何でも」行う
というのが、設立以来変わらないAzulのやり方です。
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Azul Systems CTO の Gil Tene 氏が、Java と
JCP の状況について語る Janice J. Heiss
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現在のプロジェクトについて
話し合うTene氏とAzulのエ
ンジニアリング・チームのメン
バー。Azulでは、4年勤めた
チーム・メンバーの全員に研究
者用の白衣が渡される。
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ます。個人的には、JCPが、標準として、
またコミュ
ニティの主体として、信頼性と生産性を維持でき
る範囲に留まることが重要だと思います。最近、
ソーシャル・メディアAPIに関するJJSR 357が
議論になったことをご存じでしょうか。Java向け
の標準ソーシャル・メディアAPIが必要だというも
のでしたが、Executive Committeeは8対5で
否決しました。Azulは反対票を投じました。私の考
えでは、JCPの管理下にありJCPの目的の範囲
内にある領域であれば、
しかも関係するテーマに
ついて業界を先導している信頼できる専門家グ
ループをJCPが組織できるのであれば、JCPは
革新的であるべきです。
しかし、
このような領域の
外では、JCPは革新的であろうとしてはならない
と思います。Javaプラットフォームの範疇から大
きく外れ、
しかもまだ変化の過程にある安定性に
欠ける技術をJCPで標準化しようとすることは、
私の意見では、根本的に誤っています。だれにも

JAVA IN ACTION

私自身はカーネルのコードや高度な
とは望んでいないと信じています。
JCP は革新を実現
仮想メモリ管理のためのコードを開
そのためには、
プロセス、ルール、
する場です。
発し、新しいプロセッサの機能や命
ガバナンスを形成する会社役員の
しかし、そのイノ
令を設計し、仮想化についてさまざ
メンバーから、標準化に取り組む専
まなことを試してきました。
門家グループ、さらにはコードの開
ベーションについ
Azulはここ数年、ソフトウェア中
発などさまざまな方法で貢献する
ては、JCP の管理
心の製品に力を注いでいるため、
人々まで、JCPのメンバーがあらゆ
が及び、JCP の目
Javaプラットフォームの行く末は以
るレベルで参画する必要がありま
的の範囲内にある
前にも増して重要な問題となって
す。Javaが一企業のプラットフォー
います。単にJCPを支持するので
ものに集中するべ
ムとなることは望ましくありませ
はなく、JCPのリーダーシップに貢
ん。だからこそ、コミュニティがリー
きです。
献したいと考えています。Azulは、
ダーシップを担う必要があります。
Javaの最先端に近づきつつありま
Java Magazine: イノベーショ
す。Azulのソフトウェアを利用して
ンの奨励と安定した標準の策定と
くださる方もますます増え、それにつれて、開発
のバランスを保つために、JCPはどうあるべきで
者はJavaにより深くかかわることを求めるように しょうか。
なっています。Azulでは、Java EEの活動も多く
Tene氏： Tイノベーションと安定した標準の間に
を支援していますが、技術的に重点を置いている
は矛盾が発生する場合と、発生しない場合があり
のは、専門知識を有するJava SEです。
Java Magazine: JCPについておもに気にか
けていることは何ですか。
Tene氏： AzulがJCPのメンバーになってから、
およそ9年になります。2011年には、JCPによ
り積極的にかかわることを目的に、Executive
Committeeに加わりました。コミュニティのだれ
もがそうだったように、私たちも、オラクルがSun
を買収したことでJavaプラットフォームが変化す
るのではないかと懸念していました。そこで、第三
者として傍観するのではなく、積極的に関与するこ
とにしました。Azulの関心は、JCPが1つの企業に
支配されるような事態を防ぐことにあります。つま
り、JCPが単にオラクルの意向を承認するだけの
形式的な機関にならないようにするということで
す。オラクルもJCPをそのように形骸化させるこ
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磁石式の模型組立てキットを使って Azul のエンジ
ニアとブレーンストーミングをする Tene 氏。
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利用されない標準ができるだけでしょう。
がJCPのプロセスに自然に取り込まれるように支
JCPはJavaプラットフォームを前進させるた
援することが、JCPが本来の役割を果たしながら
めに存在しています。しかし、動作の安定化、モデ
コミュニティの参加を維持し促進するための最適
ル化、標準化の取り組みが業界ですでに始まって
な方法だと私は考えます。
いる分野においては、JCPの役割は、その取り組
Java Magazine: JCPが解決する必要のある
みを統率することではなく、その取り組みに従う
おもな問題について教えてください。
ことです。たとえば、XMLがまだ変化の過程にあ
Tene氏： ライセンス、知的財産へのアクセス
り、W3CがXML標準の概要すら決定していない
可 否 、透 明 性に関して 明 確 化 が 求 められて お
段階で、JCPがXMLを標準化しようとすることを
り、多くの人が関心を向けています。JCPでは、
想像してください。JCPは、そのよ
Executive Committeeで対応を
うな未確定な技術を標準化する場
進めており、特にJSR 348によっ
コミュニティについて
としては適切ではありません。しか
て透明性などのプロセス・ルール
コミュニティ上での開
し、外部の標準をJavaのAPIとし
に対処するJCP.nextという取り
発と革新的な取り組
て取り込む場としては、間違いなく
組みが始まっています。この取り
みを結びつけること、
適しています。
組みにより、ワーキング・グループ
そしてその取り組み
Java Magazine: JCPに対する
内の透明性が向上します。これは
が
JCP
のプロセスに
コミュニティの参加を促進するには
適切な第1歩ですが、今後、JCP.
自然に取り込まれるよ
どうすればいいでしょうか。
nextのプロセスにはさらなる2歩
Tene氏： 多くのアイデアが飛び
目、3歩目が必要です。構造的な
うに支援することが、
交っていますが、私は、JCPの間に
取り組みや手続き的な取り組みも
JCP が本来の役割を
は矛盾が発生する場合と、発生し
ありますが、より基本的な取り組
果たしながらコミュニ
ない場合があります。を実現する
みとしては、TCK [Technology
ティの参加を維持し
場だと思っています。JCP以外で、
Compatibility Kit]の実際の実装
促進するための最適
Javaプラットフォームをイノベー
に対するアクセス可否の明確化と
な方法だと私は考え
ションする者はいません。しかし、
いう問題があります。どんなルール
ます。
そのイノベーションについては、
にするか、アクセスを提供するため
JCPの管理が及び、JCPの目的の
に仕様のリーダーは何をするかと
範囲内にあるものに集中するべき
いったことです。この問題は多くの
です。たとえば、Java SEの将来
強硬な意見が介在する、いわば危
のバージョンで、新しい構文や機能、APIを伴う特
険地帯となっています。
定の機能を追加しようとする場合、あるいはJava
一方で、すべてを強制的にオープンソースとす
EEにおけるコンテナの新しい動作方法を定義し
ることを求める人がいます。私個人は、全オープ
ようとする場合、それらを標準化する唯一の場
ンソース化が実現可能な道であるとは思いませ
がJCPです。機能のプロトタイプ作成にはJava.
ん。むしろ、標準を正しく機能させるためには、ソ
netやオープンソース・コミュニティで取り組み、 リューションの形を問わない環境が必要だと考え
さまざまな実装を試行できますが、Javaプラット
ています。商用で厳しい管理下にある独自仕様の
フォームやその機能を定義する役割については、 実装であろうが、無償でオープンソースの実装で
JCPが担います。
あろうが、採用できるようにするべきであり、同じ
したがって、
コミュニティ上での開発と革新的な
標準に従うべきです。
取り組みを結びつけること、そしてその取り組み
そのため、JCPが特定のライセンス条項を押し
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付けたり、特定のライセンスの許可または禁止を
言明したりすることは、すべきではないでしょう。
ただし、一定のガイドラインや制限は必要である
と思います。たとえば、TCKに対して、既知の予測
可能な条件に基づき、信頼できる方法で永続的に
アクセスできることは、実装に投資し、JCPが定
める標準に従う企業、プロジェクト、および個人に
とって不可欠です。そのようなアクセスを提供す
るためにJSRが満たす必要のある最低限の要件
は、明確かつ厳密に定義する必要があります。こ
の点については、
ここ数年は停滞しています。
Java Magazine: JCPの透明性やオープン性
を高めるという約束をオラクルは果たしてきたで
しょうか。
Tene氏： オラクルはその過程にある、
といえるで
しょう。約束を果たしたとは言えません。オラクル
は多くの約束を掲げ、前向きな姿勢を示していま
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Janice J. Heiss：オラクルのJava編集者で
あり、Java Magazineのテクノロジー編集者
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準拠について
JCP は Java プ
ラットフォームを前
進させるために存
在しています。しか
し、動作の安定化、
モデル化、標準化
の取り組みが業界
ですでに始まって
いる分野において
は、JCP の役割は、
その取り組みを統
率することではな
く、その取り組み
に従うことです。

すが、実際の成果が出たと言うにはまだ早すぎま
す。そのため、コミュニティの一員として、継続的
に見守る必要があると考えています。Executive
CommitteeにおけるAzulの役割の1つは、オラ
クル社外の監視の目となって、誤った方向に進ん
でいるときにはそれを指摘することです。
具体的な例を挙げましょう。JCPはJSR 348
をリリースし、コミュニティの要望に合ったコミュ
ニティの取り組みを実現するため、ルールを改善
して透明性を向上しました。しかし、このプロセス
はまだ半分しか終わっていません。今後のJSR
で対応する予定のJSPA [Java Speciﬁcation
Participation Agreement]文書などに関連し
た多くの仕事が残っています。
私たちが特に懸念しているのは、新しく制定し
たルールが、それまでの作業のやり方と矛盾する
という安定性に欠ける状況です。つまり、1年前に
当時のプロセスでうまく行っていたやり方が、新し
いルールと矛盾してしまうという状況です。この
ような問題には、まだ解決されていないものがあ
ります。できることとできないことを規定するよう
な新しいルールは、以前にはできたことを行う際
の妨げになることがあります。たとえば、JSRの専
門家グループが議論し作業する資料に機密情報
を含めることは、JCP 2.8とJSR 348に定めら
れた透明性に関するルールや要件と矛盾すると
私は考えています。
しかしJSPAでは、場合によっ
てJSRに関する作業についてさまざまな水準の
機密性を確保することを許可しており、専門家グ
ループのメンバーに対して機密性の確保を要求す
る場合すらあります。このような矛盾は、ルールの
変更やJCP.nextの取り組みによって解決されな
ければ、JSRの作業が頓挫する原因となる可能性
があります。

Java Magazine: Javaが古くなっていると
いう見方や、Javaがまもなく他の言語やプラット
フォームに置き換わるだろうという見方がITコミュ
ニティ内にあると思いますか。
Tene氏： Javaが古くなっているという見方はあ
ると思います。イノベーションが減速しているとい
う議論をよく聞きます。興味深いことに、
このよう
なことを耳にする文脈は、たいていの場合、実際に
古いプラットフォームを追い越して置き換わろうと
している新技術に関するものです。しかし、Java
プラットフォームがそのような新技術に追い越さ
れることはないと私は考えています。Javaプラッ
トフォームには約17年の歴史があり、
これまでに
極めて大きな成功を遂げています。Javaは、登場
してから2年ないし3年で、他の開発および配備
プラットフォームに置き換わろうとしていることが
明らかになっていました。私が見るところ、現在の
新興プラットフォームで、当時Javaが他のプラット
フォームを脅かしていたようにJavaを脅かしてい
るものはありません。動的言語や関数言語、迅速
な開発のための技法などの技術革新には、新しく
興味深い発展が数多くあり、中にはJava言語で
ない技術もあります。
しかしその大部分は、むしろ
Javaプラットフォームを対象とし、Javaプラット
フォーム上で実行するものであって、Javaを脅か
すものではないのです。</article>
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Azul のエンジニア
リング・チームの
メンバーと話す
Tene 氏。
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