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一般的な開発者が扱うような
日付 /時間のユースケース

が Javaで十分にサポートされて
いないことは、Java 開発者にとっ
て長年の悩みの種でした。 
たとえば、既存のクラス（java.
util.Date、SimpleDateFormatter
など）はスレッド・セーフでない
ため、並行処理時に問題が発生
する可能性があります。つまり、
平均的な開発者が日付を処理す
るコードを記述する際に期待する
ようなものにはなっていません。 
また、一部の日付 /時間クラス
の API 設計には不備があります。
たとえば、java.util.Date の開始
年は 1900であり、あまり直感的
ではありません。
ほかにもさまざまな問題がある

ことから、Joda-Time などのサー
ド・パーティの日付 /時間ライブ
ラリが普及してきました。 
種々の問題を解決し、JDKコア

でのサポートを強化するために、
新しいDate and Time API の設計
が Java SE 8 向けに行われてきま
した。  
このプロジェクトは JSR 310 の下
で、Joda-Time の作者（Stephen 
Colebourne 氏）とオラクルが共

同で主導しており、新しい Java 
SE 8 では java.time パッケージ内
に組み込まれる予定です。

中心的な考え方
この新 API のよりどころとなる中
心的な考え方は次の 3つです。

 ■ 不変な値を持つクラス：Java
の既存のフォーマッタにおける
重大な弱点の 1つが、スレッド・
セーフではないことです。その
ため、スレッド・セーフな方法
で利用すること、および日々の
日付処理コードの開発におい
て並行処理の問題を考慮するこ
とが、開発者の負担となってい
ます。この新 APIでは、すべて
のコア・クラスを不変にして、
明確に定義された値を表すよ
うにすることにより、スレッド・
セーフでないという問題を解消
します。

 ■ ドメイン駆動型設計：新 APIで
は、Date および Time に関す
るさまざまなユースケースを厳
密に表すクラスを使用すること
で、日付 /時間ドメインを非常
に正確にモデル化します。この
点について不備のあった以前
の Javaライブラリとは一線を

画しています。たとえば、java.
util.Date は時間軸上の特定の
瞬間を表す、UNIX エポックを
始点としてその時点までに経過
したミリ秒数のラッパーです。
しかし、toString() を呼び出し
た結果にはタイムゾーンが含ま
れるため、開発者の混乱を招
きます。
ドメイン駆動型設計を重視する
ことで、長期的には明確さと理解
しやすさという利点が
得られます。ただし、
以前の API から Java 
SE 8 に移植する場合
には、そのアプリケー
ションにおける日付
のドメイン・モデル
について入念に検討
する必要があるでしょ
う。

 ■ 暦（Chronology）
の区別：新 API で
は、日本やタイな
ど、ISO-8601 に必
ずしも準拠していな
い地域のユーザー・
ニーズに対応する
ため、通常とは異
なる暦法を使用で

きます。大半の開発者は ISO-
8601 準拠の暦以外を必要とし
ないため、そのような開発者に
とって新たな負担とならないよ
うに対処されます。

LocalDate、LocalTime
新 API を利用する際におそらく
最初に扱うことになるクラスは、
LocalDateとLocalTimeです。こ
れらのクラスは、卓上カレンダー

や壁掛け時計などの
ように、見る人の環境
における日付と時間
を表すという意味に
おいてローカルです。
また、LocalDateTime
という、LocalDateと
LocalTimeを組み合
わせた複合クラスもあ
ります。 
見る人のそれぞれ
の環境を明確化する
概念であるタイムゾー
ンは、これらのローカ
ル・クラスでは無視
されます。そのため、
これらのローカル・ク
ラスは、見る人の環
境を区別する必要の
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ない状況で利用してください。JavaFX
デスクトップ・アプリケーションは、そ
のような状況の一例に挙げられるでしょ
う。また、分散システムの場合でもタイ
ムゾーンが同一であれば、時間を表す
ために使用できます。

オブジェクトの作成
新 API のコア・クラスはすべて、流れる
ようなファクトリ・メソッドによって作成
します。複数の構成フィールドによって
1つの値を作成するファクトリは ofと呼
ばれます。一方、別の型から変換する
ファクトリは fromと呼ばれ
ます。また、文字列をパラ
メータとして受け取る解析
用のメソッドもあります（リ
スト1）。
Java SE 8 のクラスから値

を取得するためには、Java
の標準的な getter 表記規
則を使用します（リスト2）。
また、計算を行う目的で、
オブジェクトの値を変更す
ることもできます。新 API
ではすべてのコア・クラス
が不変であるため、値を変
更するメソッドはwithと呼
ばれ、新しいオブジェクト
を返します。setter は使用
しません（リスト3）。また、
各種フィールドに基づいて
計算を行うためのメソッド
もあります。
新 API にはアジャスタ

という概念もあります。ア
ジャスタとは、共通の処
理ロジックをまとめるため

に用いるコード・ブロックのことです。
WithAdjuster（1 つ以上のフィールドを
設定するためのクラス）、PlusAdjuster
（フィールド同士の加算や減算に使用
するクラス）のいずれかを記述できます。
値クラスもアジャスタの役割を果たすこ
とができ、その場合は、その値クラス自
体が表すフィールド値を更新します。新
APIでは組込みのアジャスタが定義され
ますが、再利用したい固有のビジネス・
ロジックがある場合には独自のアジャス
タを記述できます。アジャスタの例につ
いてはリスト4を参照してください。

切捨て
新 APIでは、日付、時間、
日付 /時間を表す型をそれ
ぞれ提供することで、特定
の時点を異なる精度で扱う
ことができますが、取得で
きる時間のデータには、日
付や秒単位の時刻よりも精
度が細かい時間のデータも
含まれています。
truncatedToメソッドは、

そのようなユースケースに
対応するためにあります。
このメソッドにより、指定
したフィールドの精度にま
で値を切り捨てることがで
きます（リスト5）。

タイムゾーン
これまでに確認したローカ
ル・クラスでは、タイムゾー
ンによる複雑性が除去され
ています。タイムゾーンと
は、標準時が同一の地域ご

とに存在する一連のルールのことです。
約 40あるタイムゾーンは、協定世界時
（UTC）からのオフセット（差）によっ
て定義されます。すべてのタイムゾーン
の時間はおおよそ同期して進みますが、
一定の時差で区切られます。 
タイムゾーンは、省略名（例：「PLT」）

と正式名（例：「Asia/Karachi」）の 2
種類の識別子によって表すことができま
す。アプリケーションの設計時には、タ
イムゾーンの利用が適したシナリオや、
オフセットの利用が適したケースについ
て検討する必要があります。

 ■ ZoneId：地域の識別子（リスト6）。
各 ZoneId は、その地域のタイムゾー
ンを定義したルール一式に対応しま
す。ソフトウェアの設計時に、「PLT」、
「Asia/Karachi」などの文字列を頻繁
に利用する予定の場合は、文字列の
代わりにこのドメイン・クラスを使用
してください（例：ユーザーのタイム
ゾーンの設定を保存する場合）。

 ■ ZoneOffset：グリニッジ /UTC からそ
のタイムゾーンまでの時差を表す期
間。特定の ZoneId の特定の時点に
対して解決できます（リスト7）。

タイムゾーン関連クラス
 ■ ZonedDateTime：完全修飾された
タイムゾーンの情報を含む日付 /時間
（リスト8）。任意の時点でオフセット
を解決できます。原則として、特定の
サーバーの環境に依存せずに日付と
時間を表す場合に、ZonedDateTime
を使用してください。

 ■ OffsetDateTime：解決済みのオフセッ
トを含む日付 /時間。データをシリア
ライズしてデータベースに保存する場
合に便利です。また、複数のサーバー
が異なるタイムゾーン内に設置されて
いる場合に、タイムスタンプをロギン
グするためのシリアライズ形式として
使用してください。

 ■ OffsetTime：解決済みオフセットを含
む時間（リスト9）。
Java には、タイムゾーンを表す java.
util.TimeZoneというクラスがすでにあり
ますが、このクラスは Java SE 8 では使
用しません。JSR 310 のすべてのクラス
は不変である一方、java.util.TimeZone
は可変であるからです。

期間（Period）

すべてのリストのテキストをダウンロード

LocalDateTime timePoint = LocalDateTime.now(
    );     // The current date and time
LocalDate.of(2012, Month.DECEMBER, 12); // from values
LocalDate.ofEpochDay(150);  // middle of 1970
LocalTime.of(17, 18); // the train I took home today
LocalTime.parse("10:15:30"); // From a String

リスト1         リスト2         リスト3         リスト4         リスト5         リスト6

新 API
Java SE 8 では、開

発者にとって安全

性と機能性が大幅

に向上した新しい
Date and Time API
が java.time パッ
ケージ内で提供さ
れる予定です。こ
の新 API はドメイ

ンを明確にモデル

化し、幅広い開発

者のユースケース

をモデル化した豊

富なクラスで構成

されます。
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Period は、タイムライン上の距離のこと
で、「3か月と1日」のような値を表し
ます。これまでに確認した他のクラスが
タイムライン上の点を表すのとは対照的
です（リスト10）。

経過時間（Duration）
Duration は、時間単位で計測したタイ
ムライン上の距離のことで、Periodと目
的はよく似ていますが、精度が異なりま
す（リスト11）。
Duration インスタンスに対しては、

通常の加算（+）、減算（-）や「with」
操作を実行できます。また、Duration
を使用して日付や時間の値を変更するこ
ともできます。

暦（Chronology）
ISO に準拠しない暦法を利用する開発
者のニーズに対応するために、Java SE 
8 では Chronologyという概念が導入さ
れます。この概念は、ある特定の暦法
を表し、その暦法での各時点を作成す
るためのファクトリの役割を担います。
時点を表すコア・クラスに対応する次の
インタフェース（Chronology によって
パラメータ化されたもの）も存在します。

 ■ ChronoLocalDate
 ■ ChronoLocalDateTime
 ■ ChronoZonedDateTime
これらのクラスは各地域の暦法を考
慮する必要のある高度な国際化アプリ
ケーションを扱う開発者向けに用意され
たものです。そのような要件に対応する
必要のない開発者は使用しないでくだ
さい。月や週といった概念すらない暦法
も存在します。そのような場合には、汎
用的なフィールドの API を利用して計算
を行う必要があります。

その他のAPI
Java SE 8 には、共通的なユースケース
に対応するクラスがほかにもあります。
たとえば、MonthDayクラスはMonth
とDay のペアで構成され、誕生日を表
すのに便利です。また、YearMonthク
ラスは、クレジット・カードの利用開始
年月や有効期限といったユースケース、
あるいはユーザーが特定の日を指定せ
ずに年月のみを入力するようなシナリオ
に対応します。
Java SE 8 の JDBCではこれらの新し
い型をサポートする予定ですが、パブ
リックな JDBC API の変更は特にありま
せん。既存の汎用的な setObjectメソッ
ドとgetObjectメソッドにより十分対応
できる予定です。
これらの型は、ベンダー固有のデー
タベース型や ANSI SQL の型にマッピン
グすることが可能です。たとえば、ANSI
とのマッピングは表 1のようになります。

まとめ
Java SE 8 では、開発者にとって安全性
と機能性が大幅に向上した新しいDate 

and Time API が java.time パッケージ内
で提供される予定です。この新 API はド
メインを明確にモデル化し、幅広い開
発者のユースケースをモデル化した豊
富なクラスで構成されます。</article>

LEARN MORE
• JSR 310

ZoneOffset offset = ZoneOffset.of("+2:00");

リスト7         リスト8         リスト9         リスト10         リスト11

すべてのリストのテキストをダウンロード

表1

ANSI SQL JAVA SE 8

DATE LOCALDATE

TIME LOCALTIME

TIMESTAMP LOCALDATETIME

TIME WITH TIMEZONE OFFSETTIME

TIMESTAMP WITH 
TIMEZONE

OFFSETDATETIME
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