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本記事では、モジュールに移行せずにJava 9の新機能のいくつかを
使ってJava 8のコードを実行する手順を紹介します。基本的には、

コードをコンパイルして実行するために必要な方法について説明します。 

はじめに
まず、JDK 9の最新バージョンをダウンロードしてインストールします。本
記事の執筆時点では、まだEarly Accessリリースの段階ですが、こちらで
確認できます（本記事の例では、build 9-ea+166を使用しています）。 

おそらく皆さんは、システムに対するJava 9の影響がわかるまで、
デフォルトのJavaバージョンはそのままにしたいとお考えでしょう。そこ
で、$JAVA_HOMEを更新して新しくインストール
したバージョンを指すようにはせずに、新しい環
境変数値$JAVA9_HOMEを作成することをお勧
めします。本記事では、このアプローチを採用し
ます。

また、こちらの詳細な移行ガイドを参照し、
どのような手順が必要になるかを確認してくださ
い。  

作業に着手する前に
Java 9への移行に必要と見込まれる作業量
は、Java 9のダウンロードやインストールをしな
くても調べることができます。Java 8で利用でき
るツールがいくつかあり、そこから十分なヒント
を得ることができます。  
コンパイラの警告：最初に挙げられるのは、
当然ではありますが、コンパイラの警告の確認
です。この警告から、潜在的な問題についてわか

ることがあります（図1参照）。
筆者は、コードのコンパイルや警告の表示に使うIDEとしてIntelliJ 

IDEAを利用しています。ただし、図1に示すメッセージ・ボックスの内
容は、コマンドラインからjavacを実行した場合に表示される警告と同
じものです。NetBeansやEclipseなどの他のIDEにも同様の機能があり
ます。図1には、アンダースコア1つのみをフィールド名として使っている
コードがあるという警告が示されています。Java 9では、JDK拡張提案
（JEP）213の一環として、アンダースコア1つのみの名前は有効な識別子
の名前から除外されています。その理由は、Javaの今後のバージョンで
ラムダ式をさらに簡単に使用できるようにするためにアンダースコアが
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図1：発生する可能性がある問題に関するコンパイラ警告の例
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使われる可能性があるからです。識別子の名前としてアンダースコア1つ
のみが使われている場合、その名前を変えることが必要になります。な
お、_fieldNameのようにアンダースコアを含むフィールド名は引き続き
有効です。問題になるのは、アンダースコアのみを含み、他の文字を含ま
ない識別子の名前です。
jdepsで問題を引き起こす依存性の特定：今回のリリースにお
ける目的の1つであり、Java 9でもっともよく知られた機能と言って間違
いないのは、JDK開発者が内部実装を隠蔽できるようになったことです。
これまで、Java開発者はJDK内の非サポートクラス、例えば sun パッケー
ジ内のクラスに依存しないというガイドラインに従うよう求められていま
した。しかし、開発者が使うべきでないものを言語やフレームワーク、ラ
イブラリの側で隠蔽できる方が、アプローチとしてはるかに優れていま
す。Java 9では隠蔽される内部APIがコードに含まれていないことを確認
するために、jdepsというツールを使用することができます。
図2に、筆者のプロジェクトで使っているコンパイル済みクラスの場

所を示します。
多くのチュートリアルでは、JARに対してjdepsを使う方法が示され

ていますが、このツールはクラス・ファイルに対して使うこともできます。
筆者の場合、コマンドラインを使ってクラス・ファイルの格納場所（図2か
ら、%PROJECT%\%MODULE%\build\classesであることがわかりま
す）に移動し、そこから-jdkinternalsフラグを指定してjdepsを実行して

います。筆者はWindowsを使っているため、実行するコマンドラインは次
のようになります。mainは、クラスを含むディレクトリの名前です。

> %JAVA_HOME%\bin\jdeps -jdkinternals main

このコマンドを実行すると、図3に示す結果が得られます。
メッセージから、TwitterOAuthクラスで内部クラス

sun.misc.BASE64Encoderとsun.misc.Unsafeが使われている
ことがわかります。エンコーダについては、Java 8で新しく追加され
たjava.util.Base64に置き換えることがこの結果で提案されていま
す。unsafeについては、この機能すべてを置き換える適切な機能がまだ
存在しないため、特別なケースとなります。 

JEP 260では、どの内部APIを隠蔽し、どのAPIをアクセス可能にす
るかという議論が行われています。JavaチームのメンバーであるMark 
Reinhold氏は、Javaチームがどのように各APIを扱うかについて、JDK関連
のある主要メーリングリストへのメールの中で述べています。概要は次の
とおりです。

■■ JDK 8で代替機能がサポートされている場合、JDK 9ではその機能をカ
プセル化する。

■■ JDK 8で代替機能がサポートされていない場合は、外部コードからアク
セスできるようにするため、JDK 9ではその機能をカプセル化しない。

図2：プロジェクトでのコンパイル済
みクラスの格納場所 図3：jdepsの実行結果
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■■ JDK 9で代替機能がサポートされる場合、JDK 9では非推奨としてその
機能をカプセル化する。JDK 10ではその機能を削除する可能性もあ
る。
コンパイラの警告とjdepsでは、コード内でJava 9において問題を引き起こ
す可能性がある部分を示すことができ、場合によっては解決策を提示す
ることも可能です。こういった問題は、以前のバージョンのJavaをまだ実
行している間に修正することもできます（提示される代替クラスをそのバ
ージョンで使用できる場合）。そうしておくと、Java 9への移行が簡単にな
ります。

Java 9での実行
先ほど紹介した移行ガイドでは、再コンパイルや変更を行う前に、アプリ
ケーションをJava 9で実行してみることが推奨されています。ここで試し
ておきたいものの1つが継続的インテグレーション（CI）環境です。Java 9
でアプリケーションやテストを実行する部分以外は、現在のバージョンの
Javaでビルドしたアーティファクトを使用できます。

ただし、本記事の執筆時点では、多くの一般的なCIサーバーや
Gradleなどの一部のビルド・ツールは、まだ完全にはJava 9をサポートし
ていません。プロジェクトでMavenを使っ
ている場合は、TeamCityなどのいくつかの
CIサーバーにおいて、Java 9でコードのコン
パイルや実行ができるようになる予定で
す。しかし、Java 9の一環としてJDKとJRE
の構造が変わっているため、正しく動作さ
せるために更新が必要なツールもありま
す。

そのため、チームでどのようなCIサー
バーやビルド・ツールを使っているかを調
査し、そういったサーバー、ツールや、ツー
ルチェーンの関連部分が現時点でJava 9で
の実行をサポートしているかどうかを確認
する必要があります。

Java 9でのコンパイル
先ほど紹介したとおりに作業を行ってき
た場合、Java 9でコンパイルするのは簡

単なはずです。図1と図3で明らかになったエラーを修正せずに筆者の
コードをJava 9でコンパイルすると、予想された2つのエラーが発生しま
す。アンダースコア1つはフィールド名として使用できないというエラー
と、BASE64Encoderにアクセスできなくなったというエラーです。いずれ
のエラーも簡単に修正できます。最初のエラーに対しては、フィールド名
を変更します。2つ目のエラーに対しては、java.util.Base64をインポート
して、次のコードを書き換えます。

String encodedString = 
    new BASE64Encoder().encode(bytes);

新しいコードは次のようになります。

String encodedString = 
    Base64.getEncoder().encodeToString(bytes);

sun.misc.UnsafeにはJava 9でも引き続きアクセスできるため、このAPI
を使用している部分については（現時点では）エラーも警告も表示されま
せん。コードに影響を与える可能性があるその他の変更点の例について
は、「削除または変更されるAPI」を参照してください。

筆者のアプリケーションが依存している外部ライブラリはすべて
Java 9で動作するため、前述の2つの修正を行うだけで、すべてを正常に
コンパイルして実行できます。ただし、使っているライブラリの一部がJava 
9に対応していないことがわかるかもしれません。こちらには、Java 9でテ
ストされている主なオープン・ソース・ライブラリのリストが掲載されてい
ます。ライブラリに問題がある場合は、Java 9をサポートする更新版がな
いかを確認する必要があります。 

想定外の動作
Java 9では、アプリケーションに影響を与える可能性があるいくつかの変
更が行われています。中には、コンパイル・エラーにならず、違う動作をす
るものもあるかもしれません。前述の移行ガイドには、そういった変更点
が含まれています。開発者が影響を受ける可能性がある変更点の一部を
次に示します。動作の変更が疑われる場合にそれらの変更点を調べられ
るように、関連するJEP番号とともにリンクを以下に記載しました。

■■ JEP 231：起動時のJREバージョン選択の廃止

Java 9では、ア
プリケーション
に影響を与える
可能性がある
いくつかの変更
が行われていま
す。中には、コン
パイル・エラー
にならず、違う
動作をするもの
もあるかもしれ
ません。
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■■ JEP 240：JVM TI hprofエージェントの削除
■■ JEP 241：jhatツールの削除
■■ JEP 260：大半の内部APIのカプセル化
■■ JEP 289：Applet APIの非推奨化
■■ JEP 298：デモとサンプルの削除
■■ JEP 214：JDK 8で非推奨となったGCの組合せの削除
■■ JEP 248：G1ガベージ・コレクタのデフォルト化
■■ JEP 271：GCロギングの統合
■■ JEP 158：JVMロギングの統合
■■ JEP 223：新しいバージョン文字列スキーム
■■ JEP 245：JVMコマンドライン・フラグ引数の検証

まとめ
本記事では、モジュール機能に踏み込まずにJava 8のコードをJava 9に移
植する方法を紹介しました。この説明は、Simon Ritter氏の記事「開発者
が喜ぶJDK 9の9つの新機能」などで紹介されている多くの画期的なJava 
9機能を使ってみたい読者を対象としたものです。[編集注：本号を印刷に
回した時点では、モジュール機能の仕様がJava Community Processで最
終決定されていません。そのため、モジュール関連の機能については、今
後のJava Magazineで取り上げたいと考えています。] </article>
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