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2回シリーズの1回目だった前回の記事では、Javaが持つ5つのメソッド呼出し命令コードのうち、4つについて説明しました。その4つは、Java 8とJava 9で使われている、標準形式のメソッド呼出しのバイトコード表現でし

た。

そこから、5つ目の命令コードであるinvokedynamicがどのように関わってくるのかという疑問が生じます。手

短に答えるなら、Java 9の時点において、invokedynamicがJava言語で直接サポートされているわけではありませ

ん。実は、Java 7でランタイムにinvokedynamicが追加されたとき、javacコンパイラはいかなる状況でもこの新し

いバイトコードを生成しませんでした。

Java 8では、進化したプラットフォーム機能を提供する主要な実装メカニズムとしてinvokedynamicが使われ

ています。この命令コードについて、もっともわかりやすく簡単な使用例の1つとして挙げられるのが、ラムダ式の実

装です。本記事の以降の部分を理解するためには、JVMのメソッド呼出し方法について基本的な知識を持っている

必要があります。そうでない方は、本シリーズの1回目の記事をお読みください。

ラムダ式はオブジェクト参照
ラムダ式を実現するためにどのようにinvokedynamicが使われているかに踏み込む前に、ラムダ式は実際にはどの

ようなものであるのかを簡単に復習しておきます。Javaの値には、プリミティブ型（char、intなど）とオブジェクト参

照の2つの種類しかありません。ラムダ式は、プリミティブ型でないのは明らかであるため、オブジェクト参照であ

るのは間違いありません。次のラムダ式について考えてみます。

public class LambdaExample {
    private static final String HELLO = "Hello";

Javaでのinvokedynamicによ
るメソッド呼出しを理解する
Java 7で追加された命令で、実行時にメソッド呼出しを動的に解決することが 
可能に
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    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        Runnable r = () -> System.out.println(HELLO);
        Thread t = new Thread(r); 
        t.start();
        t.join();

    }
}

5行目のラムダ式は、Runnable型の変数に割り当てられています。つまり、このラムダ式はRunnableに対応した型
を持つオブジェクトへの参照として評価されます。本質的に、このオブジェクトの型は、1つのメソッドが追加で定義

された（フィールドのない）、Objectのサブクラスになります。その追加のメソッドは、Runnableインタフェースに
必要なrun()メソッドと解釈されます。

Java 8より前では、このようなオブジェクトは、Runnableを実装した匿名具象クラスのインスタンスとしての
み表現されていました。実際、Java 8のラムダ式の初期プロトタイプでは、実装テクノロジーとしてインナー・クラス

が使われていました。

JVMの長期ロードマップには、さらに洗練されたラムダ式の表現が可能な将来のバージョンが含まれる可能

性があります。明示的にインナー・クラスを使うように表現が固定された場合、将来のバージョンのプラットフォー

ムで別の表現が使用されることはなくなります。別の表現を使用できないのは望ましいことではありません。そこ

で、Java 8とJava 9では、インナー・クラスのハードコーディングよりも洗練された技術が使われています。先ほどの

ラムダ式の例に対応するバイトコードを次に示します。

public static void main(java.lang.String[]) throws java.lang.Exception;
    Code:
       0: invokedynamic #2,  0 // InvokeDynamic  
                               // #0:run:()Ljava/lang/Runnable;
       5: astore_1
       6: new           #3     // class java/lang/Thread
       9: dup
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      10: aload_1
      11: invokespecial #4     // Method java/lang/Thread."<init>":
                               // (Ljava/lang/Runnable;)V
      14: astore_2
      15: aload_2
      16: invokevirtual #5     // Method java/lang/Thread.start:()V
      19: aload_2
      20: invokevirtual #6     // Method java/lang/Thread.join:()V
      23: return

オフセット0の位置にあるバイトコードは、あるメソッドがinvokedynamicで呼び出され、その呼出しの戻り値がス

タックに配置されることを示しています。メソッドのバイトコードのその後は、メソッドの他の部分を表現している

だけのものです。

invokedynamicの動作
ここで、invokedynamicの性質と命令コードの動作について、いくつかの細かい点を説明しておく必要があります。

クラス・ローダーがinvokedynamic命令を含むクラスをロードするとき、メソッド呼出しのターゲットはまだわかっ

ていません。この設計は、JVMバイトコードの他のどの種類のコール・サイト（呼出し場所）とも異なります。

たとえば、前回の記事で説明したinvokestaticとinvokespecialのサイトの場合、正確な実装メソッド（呼出しタ

ーゲット）はコンパイル時にわかっています。invokevirtualおよびinvokeinterfaceの場合、呼出しターゲットは実行

時に決まりますが、ターゲットはJava言語の継承ルールと型システムの制約に従って選択されます。そのため、少な

くとも、呼出しターゲットの情報の一部はコンパイル時にわかっています。

対照的に、invokedynamicでは、命令コードがディスパッチされたときに実際に呼び出されるメソッドをはる

かに柔軟に決めることができます。invokedynamic命令コードは、この柔軟性を実現するために、動的呼出しを

含むクラスの定数プール内にある特別な属性を参照しています。その属性は、ブートストラップ・メソッド（BSM）と

呼ばれ、動的呼出しの性質を支える追加情報を含んでいます。このBSMこそ、invokedynamicの鍵となる部分で

す。invokedynamicのコール・サイトすべてに、対応するBSMの定数プール・エントリが存在します。BSMとinvoke-

dynamicの個々のコール・サイトとを対応付けることができるようにするため、Java 7のクラス・ファイル形式には新

しいエントリ・タイプが追加されています。こちらも、InvokeDynamicと呼ばれています。
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invokedynamic命令のコール・サイトは、クラスがロードされたときに、いわば「未接続」の状態になります。

実際にどのメソッドを呼び出すべきかを決めるためにBSMが呼び出されると、その結果であるCallSiteオブジェクト
がコール・サイトに「接続」されます。

もっとも単純なConstantCallSiteの場合、一度検索するとすぐに「接続」されます。検索を繰り返す必要は
ありません。その後の呼出しでは、他に何も行われずに、コール・サイトのターゲットが直接呼び出されます。つ

まり、コール・サイトは不変となるため、Just-In-

Time（JIT）コンパイラなどの他のJVMサブシステム

とも問題なく連携できるようになります。

このメカニズムが効率的に動作するためには、

コール・サイトやBSM、その他の部分の実装を表現

する適切な型がJDKに含まれている必要がありま

す。Javaのもともとのコア・リフレクション型では、

メソッドや型を表現できます。しかし、このAPIは

Javaプラットフォームの最初期の頃から存在するも

のであるため、いくつかの側面で理想的な選択肢と

は言えなくなっています。

たとえば、リフレクションはコレクションやジ

ェネリクスが導入される前から存在しています。そ

のため、Reflection APIでは、メソッドのシグネチャがClass[]で表現されています。この表現は、煩雑でエラーが発
生しやすくなる可能性があり、冗長性の高いJavaの配列構文によって悪影響を受けることにもなります。また、プリ

ミティブ型を手動でボクシング/アンボクシングすることや、voidメソッドの可能性に対処することが必要なため、さ

らに複雑になります。

解決策はメソッド・ハンドル
Java 7では、プログラマーがこういった問題を解決しなくてもいいように、必要な抽象化を行うMethodHandlesと
呼ばれる新しいAPIが導入されました。このAPIの中核となっているのがjava.lang.invokeパッケージです。中でも
重要なのがMethodHandleクラスです。この型のインスタンスは、メソッドを呼び出す機能を提供します。このイ
ンスタンスは、直接実行することもでき、パラメータと戻り型に基づいて動的に型付けされるため、動的に使われ

メソッド・ハンドルとリフレクションの重
要な違いの1つとして、ルックアップ・コン
テキストを使った場合は、ルックアップ・
オブジェクトが作成されたスコープから
アクセスできたメソッドのみが返される
という点が挙げられます。つまり、メソッ
ド・ハンドルは、どのような環境でも安
全に使用できます。

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/invoke/MethodHandle.html
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る状況でも最大限の型の安全性が提供されます。このAPIはinvokedynamicに必要ですが、単独で使うこともでき

ます。その場合、新しく安全な、リフレクションの代替策と考えることもできます。

メソッドのハンドルを取得するためには、ルックアップ・コンテキスト経由でメソッドを検索する必要がありま

す。通常、このコンテキストは、静的ヘルパー・メソッドMethodHandles.lookup()を呼び出して取得します。このメ
ソッドは、現在実行しているメソッドに応じたルックアップ・コンテキストを返します。このコンテキストを使ってい

ずれかのfind*()メソッド（findVirtual()やfindConstructor()など）を呼び出すと、メソッド・ハンドルを取得できま
す。

メソッド・ハンドルとリフレクションの重要な違いの1つとして、ルックアップ・コンテキストを使った場合は、

ルックアップ・オブジェクトが作成されたスコープからアク

セスできたメソッドのみが返されるという点が挙げられま

す。これを回避する方法はなく、リフレクションに存在する

setAccessible()という裏口に当たるものもありません。つま
り、メソッド・ハンドルは、セキュリティ・マネージャとともに使

う場合も含め、どのような環境でも安全に使用できます。

しかし、アクセス制御チェックがメソッドを検索する

タイミングに移動しているため、注意が必要です。すなわ

ち、ルックアップ・コンテキストが、検索時に参照可能だった

privateメソッドへの参照を返すことができたとしても、メソ

ッド・ハンドルを呼び出すときにそのメソッドが参照可能とは 

限りません。

このような、メソッド・シグネチャの表現に関する問題を解決するために、MethodHandles APIには
MethodTypeクラスも含まれています。これは、いくつかの便利なプロパティを持つシンプルな不変型です。この型
には、以下のような特徴があります。

■■ メソッドの型シグネチャを表現する
■■ 戻り型と複数の引数の型で構成される
■■ 「レシーバの型」やメソッド名は含まない
■■ コア・リフレクションのClass[]問題を解消できる設計となっている
また、このクラスのインスタンスは不変です。

このAPIを使うと、メソッドのシグネチャをMethodTypeのインスタンスとして表現できます。つまり、それぞれ

invokedynamic命令コードは、
プラットフォームによるラムダ式
のファクトリ・メソッドのようなも
のを呼び出すと考えることもでき
ます。
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のシグネチャをモデリングするために、その都度新しい型を作る必要がなくなります。新しいインスタンスは、簡単

なファクトリ・メソッドを使って作成します。

// toString()
MethodType mtToString = 
    MethodType.methodType(String.class); 

// setterメソッド
MethodType mtSetter = 
    MethodType.methodType(void.class, Object.class); 

// Comparator<String>のcompare() 
MethodType mtStringComparator = 
    MethodType.methodType(int.class, String.class, String.class);

シグネチャ・オブジェクトを作成すると、そのオブジェクトを（メソッド名とともに）使ってメソッド・ハンドルを検索

できます。次に示すのは、toString()のメソッド・ハンドルを取得する例です。

public MethodHandle getToStringHandle() {
    MethodHandle mh = null;
    MethodType mt = MethodType.methodType(String.class);
    MethodHandles.Lookup lk = MethodHandles.lookup();

    try {
        mh = lk.findVirtual(getClass(), "toString", mt);
    } catch (NoSuchMethodException | IllegalAccessException mhx) {
        throw new AssertionError().initCause(mhx);
    }

    return mh;
}
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その後、リフレクションの呼出しと同じようにしてハンドルを呼び出すことができます。インスタンス・メソッドの場

合は、レシーバ・オブジェクトを指定する必要があります。また、呼出しコードは、広範な例外が発生する可能性に

対処する必要があります。

MethodHandle mh = getToStringMH();
try {
    mh.invoke(this, null);
} catch (Throwable e) {
    e.printStackTrace();
}

ここまでで、BSMの概念はおわかりいただけたのではないでしょうか。プログラムの制御が初めてinvokedynamic

のコール・サイトに到達すると、関連付けられているBSMが呼び出されます。BSMは、実際にコール・サイトにバイ

ンドされるメソッドのメソッド・ハンドルを含むコール・サイト・オブジェクトを返します。静的な型付けでこのメカニ

ズムが適切に動作するためには、BSMが正しいメソッド・シグネチャを持つメソッドのハンドルを返す必要がありま

す。

最初に示したラムダ式の例に戻ります。invokedynamic命令コードは、プラットフォームによるラムダ式のファ

クトリ・メソッドのようなものを呼び出すと考えることもできます。ラムダ式の本体は、ラムダ式が定義されているク

ラスのprivateな静的メソッドに変換されます。

  private static void lambda$main$0();
    Code:
       0: getstatic     #7  // Field 
                            //  java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
       3: ldc           #9  // String Hello
       5: invokevirtual #10 // Method 
                            //  java/io/PrintStream.println: 
                            //  (Ljava/lang/String;)V
       8: return
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ラムダ式のファクトリは、Runnableを実装した型のインスタンスを返します。ラムダ式が実行されると、その型の
run()メソッドは、先ほどのprivateメソッドを呼び返します。
javap -vを使って定数プールの中を見てみると、そのエントリを確認できます。

   #2 = InvokeDynamic      #0:#40         // 
#0:run:()Ljava/lang/Runnable;

このクラス・ファイルのBSMセクションを見てみると、呼び出されるファクトリを確認できます。

BootstrapMethods:
  0: #37 REF_invokeStatic 
java/lang/invoke/LambdaMetafactory.metafactory:(Ljava/lang/invoke/MethodH
andles$Lookup;Ljava/lang/String;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/i
nvoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodHandle;Ljava/lang/invoke/MethodT
ype;)Ljava/lang/invoke/CallSite;
    Method arguments:
      #38 ()V
      #39 REF_invokeStatic optjava/LambdaExample.lambda$main$0:()V
      #38 ()V

この出力は、java.lang.invokeにあるLambdaMetafactory実装クラスのmetafactory()という静的ファクトリ・メ
ソッドを参照しています。ラムダ式が作成された場合は、このBSMが実行時にリンケージ・バイトコードを作成しま

す。メタファクトリのコードは、ルックアップ・オブジェクト、静的な型の安全性を保証するためのMethodTypeオブ
ジェクト、そしてラムダ式のメソッド本体を含むprivateな静的メソッドを指すメソッド・ハンドルを受け取ります。こ

のコードは、ラムダ式が呼び出された場合に、ラムダ式の本体が「接続される」CallSiteオブジェクトを返します。

public static CallSite metafactory(
        MethodHandles.Lookup caller,
        String invokedName,
        MethodType invokedType,
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        MethodType samMethodType,
        MethodHandle implMethod,
        MethodType instantiatedMethodType)
            throws LambdaConversionException {
    AbstractValidatingLambdaMetafactory mf;
    mf = new InnerClassLambdaMetafactory(
            caller, invokedType,
            invokedName, samMethodType,
            implMethod, instantiatedMethodType,
            false, EMPTY_CLASS_ARRAY, EMPTY_MT_ARRAY);
    mf.validateMetafactoryArgs();
    return mf.buildCallSite();
}

現在の実装では、ラムダ式ごとにインナー・クラスを作成するprivateなメタファクトリを引き続き使用しています

が、クラスは動的に作成され、ディスクに書き込まれることはありません。つまり、今後のJavaリリースで実装メカニ

ズムが変わる可能性があり、そうなれば、既存のラムダ式は新しいメカニズムのメリットを受けられるようになりま

す。

Java 8およびJava 9では、InnerClassLambdaMetafactoryクラスに基づく実装で、 
jdk.internal.org.objectweb.asmパッケージにあるASMバイトコード操作ライブラリをわずかに変更したバージョ
ンを利用しています。

この実装は、ラムダ式の実装型を表す動的クラスを作成すると同時に、実装の将来性を保証し、JITとの親和

性も維持しています。

この実装では、もっとも単純なケース、すなわち、一度検索されるとその後は変わらないコール・サイトを利用

しています。そのようなコール・サイトは、先ほど説明したConstantCallSiteインスタンスで表されます。さらに複
雑なケースも考えられます。たとえば、変更される可能性があるコール・サイトや、volatile変数と同様のセマンティ

ックを持つコール・サイトなどです。このようなケースは扱いが難しくなり、急速に複雑さが増すことになりますが、

プラットフォームで動的な柔軟性を最大限に提供します。

先ほどのラムダ式の例は、invokedynamic命令コードが静的型システムの重要な部分を緩和し、柔軟な実行
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時ディスパッチを実現する方法を示すものです。

まとめ
invokedynamicは、Javaの中で、ほとんどの開発者が頻繁に目にするような部分ではないかもしれません。し

かし、invokedynamicが追加されることによって、Javaエコシステムは大きく進化することになりました。今後

のバージョンのJavaには、さらに高度なVMテクノロジーが導入されるかもしれません。そういった技術の多く

は、invokedynamicの出現と、それに象徴されるメソッド実行方式の再考なしには実現できないものなので

す。</article>
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