invokedynamicをコード内で使用する方法
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ava 7のリリースによって、 namicが導入されたことです。
新しいtry-with-resources
invokedynamicは、JVMでの
動 的 言 語 の 実 装を容 易にする
文、マルチキャッチ句、ダイアモ
目的で導入されました。JVMは
ンド演算子などの数々の機能が
堅 牢 な 適 応 型ランタイムを備
Java言語に追加されました。
新しいAPIも複数導入され、特
えた魅力的なターゲット・プラッ
トフォームであり、近年、多くの
に、並列処理アルゴリズムのた
言語の繁栄を支えています。既
めのフォーク/ジョイン・フレー
存の言語をJVMに移管した言
ムワークや、ネイティブのファイ
語（Rhino、Jython、JRubyな
ル・システム機能を扱いやすくす
ど）
もあれば、
まったく新しい言語
るNIO.2などが注目されていま
（Groovy、Clojure、Fantomな
す。
ど）
もあります。
広く評価されている変更点が
本記事では、invokedynamic
もう1つあります。それは、Java
を実際のコード内で使用する方
仮想マシン
（JVM）の新しいバイ
法について解説します。このテー
トコード命令であるinvokedy-

オラクルのStephen Chinとinvokedynamicに
ついて語るJulien Ponge氏（Chinのヨーロッパ全
土を巡るNightHacking Tourにて）.

ORACLE.COM/JAVAMAGAZINE // JANUARY/FEBRUARY 2013

マは、それ自体が極めて豊富な
要素を含んでおり、おもに言語お
よびミドルウェアの実装者にとっ
て 興 味 深 い も のとなって いま
す。本記事では、提供されるAPI
や使用方法については簡単に取
り上げるのみですが、読み終え
た後にはinvokedynamicの技
術について基本的な理解が得ら
れます。
注：この記事で紹介するサンプ
ルのソース・コードはこちらから
ダウンロードできます。
JVMでのメソッド呼出し
JVMでは、その誕生以来、
メソッ
ド呼出し用に4つの命令が提供
されてきました。これらの命令
では、所有者クラス、名前、シグ
ネチャ表記を指定します。たとえ
ば、foo.Barクラス内にあるvoid
baz(int a, String s)という静
的メソッドを呼び出す場合は、所
有者「foo/Bar」、名前「baz」、
J V M の 内 部 表 現 シグ ネ チャ
「(ILjava/ lang/String;)V」を
指定する必要があります。また、
メソッドを呼び出すためには、
レ
シーバ・オブジェクト
（呼び出すメ
ソッドが存在するオブジェクト）
を

スタックに配置する必要があり
ます。ただし、唯一の例外として、
静的メソッドの場合はレシーバが
ないため、
レシーバ・オブジェクト
の配置は不要です。
JVMが提供する4つの呼出し
命令を以下に示します。
■■
invokestatic：静的メソッドの
呼出し
■■
invokevirtual：動的ディス
パッチ を 必 要 と す るメソッ
ド（ p u b l i c メソッドと p r o tectedメソッド）の呼出し
■■
invokeinterface：invokevirtualに類似。ただしメソッド・
ディスパッチがインタフェース
型に基づいて実行される
■■
invokespecial：上記以外の
メソッド
（コンストラクタ、privateの仮想メソッド）の呼出
し。メソッド・ディスパッチはレ
シーバの種類ではなく指定し
た所有者クラスに基づいて実
行される
（super参照の動作
方法と同様）
JVMは元々強い型付け言語
であるJava向けに作成された
ものであり、このようなメソッド
呼出しの設計は理にかなってい
ます。強い型付け言語では、
コン
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invokedynamicの登場
ここで、パフォーマンスが大きな問題
となります。動的言語から生成された
バイトコードは通常、動的言語の1回の
メソッド呼出しを実行するために、実際
には複数のJVMメソッド呼出しを行う
必要があります。また、パフォーマンス
の低下につながるリフレクションや動
的プロキシが多用されます。さらに重
要なこととして、
このような動的言語の
コードでは通常、共通言語ランタイム
のクラスとメソッドをターゲットにして
います。
つまり、非常に多くの実行パスがあ
り、そこで実際に使用される型も多岐
に渡るため、適応型ランタイム（JITコ
ンパイル）での最適化の適用が困難に
なります。動的言語の実装者はこれま
で賢明な手段を利用してきましたが、
それでもJVMでは動的言語のコードの
実行内容を正確に把握できないため、
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メソッド・ハンドル
メソッド・ハンドルは、あるターゲットを
ポイントし、そのターゲットの呼出しに
利用できるという点で、Cなどの言語
に見られる関数ポインタにたとえられ
ます。メソッド・ハンドルは、新たに導入
されたAPIのjava.lang.invokeを使
用して取得し、操作できます。
取 得 と 呼 出し：リスト 1 の サ ンプ ル
では、ja v a . l a n g . S t r i n gクラスの
イ ン ス タ ン ス・メソッド B o o l e a n
startsWith(String)のメソッド・ハンド

ルを取得して呼び出しています。
まず、ターゲットを検索するための
MethodHandles.Lookup型のオブ
ジェクトを取得する必要があります。
ターゲットは、仮想メソッド、静的メソッ
ド、特 殊なメソッド、コンストラクタ、
フィールドのアクセサなどです。
ルックアップ・オブジェクトは、コー
ル・サイトの呼出しのコンテキストに依
存しています。たとえば、クラスAで実
行するルックアップでクラスBのプラ
イベート・メソッドを参照することはで
きません。リスト1では、Sample1の
mainメソッド内でlookupメソッドを呼
び出し、このようなアクセス可否ルー
ルに従ったルックアップ・オブジェクト
を取得しています。パブリック・メソッ
ドのみをルックアップする場合には、
MethodHandles.publicLookupを
呼び出すことをお勧めします。
ルックアップ・オブジェクトを取得した
後は、findVirtualメソッドを呼び出すこ
とができます。第1引数は検索するメ
ソッドが含まれるクラス、第2引数はそ
のメソッド名、第3引数はMethodType
のインスタンスです。今検索しようとし
ているメソッドは、戻り型がBoolean
で、
パラメータは文字列です。
ここで、実際には、戻り型、2つの引数
の型の順で3つの引数を渡して型を構
成していることに注意してください。実
はstartsWithは仮想メソッドであるた
め、呼出しの第1引数にレシーバの型
を指定する必要があります。ここでは、
レシーバの型も文字列です。
最後に、2つの呼出しを実行して、
「Java」および「Groovy」がJで始ま
る文字列かどうかを出力しています。
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パフォーマンスが阻害されています。
通常、Javaから生成されたバイトコー
ドには、JVMで最適化の方法を把握し
ている情報やパターンが含まれていま
す。しかし、動的言語から生成されるバ
イトコードには、こうした情報やパター
ンが欠けています。JVMで新しいパ
ターンをもっと多く認識できるようにす
べきだという議論も可能ではあります
が、バイトコード自体が型付けされてい
るという点も障害になります。
invokedynamicのJVM仕様への
導入は、動的言語がJavaエコシステ
ムに新たな価値をもたらすものであ
り、JVMで動的言語のサポートを充
実させる必要があるという認識の表
れです。この新しいバイトコード命令
invokedynamicを使用することで、呼
出しのターゲットの解決を実行時のロ
ジックまで遅らせることができます。ま
た、コール・サイト・ターゲットの動的な
変更にも対応します。さらに、JITコン
パイラによる最適化の効果を高めるよ
うなJVMの内部表現もサポートされ
ます。
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動的言語の場合
一 方 、弱 い 型 付 け の 動 的 言 語
（Groovy、JRuby、Jythonなど）の場
合は、状況は少し異なります。弱い型付
けの動的言語では、コンパイル時の型
チェックはほとんど行われません。
「適
切」な型が渡されるかどうかはプログ
ラマ次第であり、適切な型を渡してい
なければ実行時にエラーが発生しま
す。したがって、あるメソッドの引数の
型としてもっとも「正確」に近いJVMの
型は、たいていはjava.lang.Objectと
なります。そのため当然ながら、
（おも
に実行時に行う必要がある）型の分析
が複雑になり、パフォーマンスに影響し
ます。
動的言語ではしばしば、ある種の「モ
ンキーパッチ」をサポートしています。
すなわち、メソッドおよびフィールドを
既存のクラスに追加すること、あるいは
既存のクラスから削除することができ
ます。一部の言語では、
このようなクラ
ス変更機能をインスタンス・レベルでも
サポートしています。こうした理由すべ
てにより、
クラス、
メソッド、
フィールドの
解決を実行時にまで遅らせる必要が生
じます。また、解決されたエンティティ
を実行時に動的に更新することも求め
られます。さらに、多くの場合、
メソッド
呼出しを、シグネチャが異なるターゲッ

トに適応させなければなりません。
従来、JVMで実行される動的言語で
は、JVM上に一時的なランタイム・サ
ポートを構築してきました。たとえば、
ラッパー型のクラスの利用、
メソッド呼
出し用のカスタムのインライン・キャッ
シュの構築、特殊なバイトコードの解
釈、
トレース、生成や、シンボルを動的
に解決するためのハッシュ・テーブルの
利用などです。こうした一時的なランタ
イム・サポートを構築するために、動的
言語では、ランタイムへのエントリ・ポ
イントとなるメソッド呼出しを含むバイ
トコードが生成されます。このメソッド
呼出しで、既存の4つのバイトコード命
令のいずれかが使用されます。
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パイル時にメソッド呼出しをチェックす
れば十分です。そのため、ターゲットを
明示して呼出しを行うバイトコードを
生成することは簡単で、自然でもあり
ます。シグネチャの記述子が、ターゲッ
ト・メソッドの記述子と完全に一致する
からです。
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package sample1;
import
import
import
import

java.lang.invoke.MethodHandle;
java.lang.invoke.MethodHandles;
java.lang.invoke.MethodHandles.Lookup;
static java.lang.invoke.MethodType.methodType;

public class Sample1 {
public static void main(String... args) throws Throwable {
Lookup lookup = MethodHandles.lookup();
MethodHandle startsWith = lookup.ﬁndVirtual(
String.class, "startsWith",
methodType(boolean.class, String.class));
// Prints "true"
System.out.println(startsWith.invokeWithArguments(
"Java", "J"));
// Prints "false"
System.out.println(startsWith.invokeWithArguments(
"Groovy", "J"));

}}

Download all listings in this issue as text
ンドルから新しいメソッド・ハンドルを
派生させるためのメソッドのことです。
本記事のサンプルでは、insertArgumentsを利用して、インデックス1の
要素をバインドしています。insertArgumentsは、メソッド・ハンドル、引数
の挿入位置のインデックス、挿入対象
の値の可変引数リストを引数として受
け取ります。
そのほかのコンビネータとして、要
素を削除するもの、要素の順序を変更
するもの、引数を配列へラップするも
の、または配列にラップされた引数の

ラップを解除するもの、型の変換を行
うものなどがあります。各コンビネータ
の概要については本記事では割愛しま
すが、
これ以降読み進めることで、よく
使用されるコンビネータについて学習
できます。
コール・サイトとターゲットの適応の
例：invokedynamicを使用中、
コール・
サイトとターゲットの適応に関する問
題がよく発生します。ここで、
リスト4
のように、printAllというメソッドを宣言
しているとします。
リスト4からわかるように、printAllは
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を使用した呼出しの間に多くの違いは
ありません。それでも注意すべき点は、
リフレクションを使用した呼出しでは、
呼出しを行うたびにJVMレベルでの検
証が実行されることです。メソッド・ハン
ドルを使用する場合は、作成時にのみ
検証が実行されるため、JVMレベルで
の検証は行われません。
コンビネータ：メソッド・ハンドルはクラ
ス・メソッドに1対1で対応付けることが
できますが、複数のクラス・メソッドを組
み合わせることで、より複雑なメソッド・
ハンドルを作成することも可能です。
複雑なメソッド・ハンドルはさまざまな
状況で便利です。たとえば、コール・サ
イトと異なる型のターゲットとを適応さ
せる必要がある場合や、引数と戻り値
を処理する必要がある場合、条件分岐
を行う場合などです。この意味で、特に
ガードは、インライン・キャッシュ内で使
用するような、より複雑なコール・サイ
トのロジックを作成するための便利な
構成要素となります。
この点について、単純なサンプルを
元に確認していきます。リスト2では、
StringクラスのstartsWithメソッド
に対するメソッド・ハンドルを取得しまし
た。次に、
リスト3で、
レシーバとして指
定された文字列がJで始まる文字列か
どうかをチェックするメソッド・ハンドル
を作成します。
そ の た め に は 、関 数 の 部 分 適 用
という形式で、メソッド呼出しの第1
引数を定数値「J」にバインドする必
要があります。java.lang.invoke.
MethodHandlesクラスにはさまざま
なコンビネータが用意されています。
コンビネータとは、既存のメソッド・ハ
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java.lang.reflectの統合：リスト1
の例を見ただけでは、
リフレクションを
使用したメソッド呼出しの代わりにメ
ソッド・ハンドルを使用できるのではな
いか、
と思うかもしれません。さらに悪
いことに、java.lang.invokeをリフレク
ションの代わりに使用できるだろうと考
える読者もいるでしょう。
しかし、
これら
の考え方は正しくありません。メソッド・
ハンドルのAPIとリフレクションのAPI
は、互いに補完し合う関係にあるため
です。
MethodHandles.Lookupを使
用する場合、ルックアップする要素に
関する正確なシグネチャを把握する
必要があります。あるクラスのメソッ
ドやコンストラクタ、フィールドにつ
いて、正確なシグネチャを把握せず
に名前だけで検索する手段はありま
せ ん 。シグネチャを把 握 するために
は、java.lang.reflectのおなじみの
リフレクションAPIをこれまでと同様
に使用した上で、さらにリフレクショ
ンとメソッド・ハンドルの橋渡しを行う
MethodHandles.Lookupのunreflectメソッドを使用します。この方法
は特に、要素を名前でルックアップす
る必要があり、正確なシグネチャは不
明であるような動的アプリケーション
を構築する場合に便利です。
■■
メソッド・ハンドルを使用したリスト1
の例は、
リスト2のように書き換える
ことが可能です。リスト2では、
リフ
レクションを使用してターゲットのメ
ソッド・ハンドルを検索しています。
仮に、invokedynamicの調査をこ
の時点で終えたとすると、
リフレクショ
ンを使用した呼出しとメソッド・ハンドル
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ブートストラップ
以上で、メソッド・ハンドルの基本を理
解できました。次に、invokedynamic
のブートストラップ側について説明し
ます。
CallSiteオブジェクト：コール・サイト
は、java.lang.invoke APIを使用して
実行時にバインドする必要があります。
そのために、各invokedynamic命令
は、コール・サイトの初回呼出し時に実
行される1つのブートストラップ・メソッ
ドを呼び出します。
ブートストラップ・メソッドはjava.
lang.invoke.CallSiteのインスタンス
を返す必要があります。名前からわか
るように、CallSiteオブジェクトはコー
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LISTING 7

LISTING 8

static void printAll(String preﬁx, Object... values) {
for (Object value : values) {
System.out.println(preﬁx + value);
}
}

Download all listings in this issue as text
ル・サイトを表しており、ターゲットのメ
ソッド・ハンドルにバインドされます（こ
のメソッド・ハンドルが、さらに一連のコ
ンビネータとなる場合もあります）
。
CallSiteはMethodHandleのコ
ンテナと見なすことができます。一度
バインドされたコール・サイトは、常に
同じCallSiteインスタンスを参照しま
す。CallSite自体はライフサイクル全
体を通じて同じプログラム・ポイントを
参照しますが、実際のコール・サイトで
はターゲットのメソッド・ハンドルを再定
義できます。そのため、メソッド全体の
バイトコードを再生成しなくても、適時
古いコードを新しいコードに置き換え
ることが可能です。
java.lang.invokeパッケージでは、
CallSite抽象クラスを継承する以下の
3つの具象クラスが提供されています。
これらの具象クラスのサブクラスを開
発者が作成することもできます。
■■
ConstantCallSite：ターゲットのメ
ソッド・ハンドルが変更されないコー
ル・サイトに使用
■■
MutableCallSite：オブジェクト・
フィールドのセマンティクスを含む
（つまり、ターゲットのメソッド・ハン

ドルを変更可能）
V o l a t i l e C a l l S i t e：
MutableCallSiteに類似、ただし
volatile参照のセマンティクスを
含む
タ ー ゲ ット を 変 更 可 能 な コ ー
ル・サ イ ト を 必 要 と し て い る
場 合 に 、M u t a b l e C a l l S i t e と
VolatileCallSiteのどちらを選択する
かは、Javaのメモリ・モデルへの理解
と、選択した結果の比較評価にかかっ
ています。マルチスレッド環境では、頻
繁に変更されるコール・サイトのター
ゲットを変更した場合、その変更はす
べてのスレッドに即座に反映されます。
一方、通常のフィールドのセマンティク
スを使用する場合は、スレッドがキャッ
シュされるため、明示的に同期を行う
必要があります（MutableCallSiteの
syncAll静的メソッドの説明を参照）。
言うまでもなく、パフォーマンスにも差
異が発生します。
ブートストラップ・メソッド：invokedynamicのブートストラップ命令は、
CallSiteオブジェクトを返す静的メソッ
ドを呼び出すことでバインドされます
が、
この静的メソッドには少なくとも以
■■
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することをお勧めします。invokeExactは、引数の型をメソッド・ハンドルの
型記述子にある引数の型と完全に一致
させる必要があります。そのため、呼出
しのディスパッチがより速く実行されま
す。これに対して、invokeWithArgumentsでは型のチェックと変換が実行
されます。
仮想メソッドに対する従来の最適化
の方法は、インライン・キャッシュを構
築するというものです。インライン・
キャッシュは、
レシーバの型が変更され
ない限りターゲットのメソッド・ハンドル
がキャッシュされる場所となります。し
かし、コール・サイトが非常に多く存在
する場合に備えて、キャッシュの深さを
制限する必要があります。制限しない
場合、
ガードされた一連のテストであま
りにも多くのメソッド・ハンドルが作成
され、パフォーマンスの測定値がさら
に悪化します。

LISTING 6
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(String,Object[])void型です。Javaで
のこのメソッド呼出しのコール・サイトは、
リスト5のようになります。
次に、
リスト5とは異なり、固定数の
パラメータを引数として受け取り、接
頭辞の文字列は受け取らないようなメ
ソッドを想定するコール・サイトがある
とします。この場合は、明らかにシグネ
チャが一致しません。この問題を修正
する1つの方法として、
リスト6のよう
な適応を行うためのメソッドを導入し
ます。
メソッド・ハンドルとコンビネータを使
用することで、
このような適応を簡単に
実行できます
（リスト7参照）
。
まず、
リスト7のtargetは静的メソッ
ドのprintAllに直接対応するメソッド・
ハンドルです。そして、bindToコンビ
ネータを使用して第1引数を値にバイ
ンドしています。静的メソッドの場合、
こ
のバインドされた値は事実上の第1引
数となりますが、インスタンス・メソッド
の場合は、オブジェクトがレシーバとな
ります。
次に、asCollectorコンビネータ
で、
集合を扱う配列内に引数をラップ
しています。ここでは、4つの引数を、
Objectインスタンスの配列内にバ
インドしています。
リスト8のコードを
使用して、結果のメソッド・ハンドルが
(Object,Object,Object,Object)
void型であること、および期待され
る個数の引数でこのメソッド・ハンド
ルを問題なく呼び出せることを確認
できます。
パフォー マンスの 観 点 からは 、可
能であれば常にinvokeWithArgumentsではなくinvokeExactを使用
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public static CallSite bootstrap(Lookup lookup, String name,
MethodType type) throws Throwable {
MethodHandle target = lookup.ﬁndStatic(
Sample3.class, "printAll",
methodType(void.class, String.class, Object[].class))
.bindTo(">>> ")
.asVarargsCollector(Object[].class)
.asType(type);
return new ConstantCallSite(target);
}

ABOUT US

下の3つのパラメータを渡す必要があ
れる値によって変わります。この場合、
ります。
ブートストラップ・メソッドはリスト10
■■
MethodHandles.Lookupオブジェ
のようになります。
クト：コール・サイトのコンテキストで
このブートストラップ・メソッドは、簡
単にテストして意図したとおりに動作
可視となるクラスにバインドされる
■■
することを確認できます。実際のとこ
シンボル名（文字列）
■■
ろ、コール・サイトでは、メソッド・ハン
M e t h o d T y p e：コー ル・サイトに
ドルを返すdynamicInvokerメソッド
よって期待される型に対応（最後に
が提供されています。そのため、この
asType()コンビネータを呼び出す
dynamicInvokerメソッドを使用して
場合に、
メソッド・ハンドルが一致する
前述の処理を実行できます
（リスト11
ことを保証するために便利）
を参照）
。
その他のパラメータは追加の引数
として渡すことができますが、唯一の
invokedynamic命令を
制約として、定数値でなけ
使用したバイトコード生成
れ ば なりませ ん 。そ の た ラムダの鍵
以上で、invokedynamic
め 、そ の 他 の パ ラメー タ Java 8では、
を実践に移すためには、最
は、
クラスのバイトコード表 ラムダ式をサ
後のピースを組み立てるの
現の定数プールに書き込 ポートする手段
みとなりました。現状のま
まれる可能性があります。 として、
までもjava.lang.invoke
渡すことができるパラメー
invokedyタは、プリミティブな型、文
namicを利用す APIは使用できますが、バ
イトコード命令からjava.
字列、
クラス参照、
メソッド・
る予定です。
lang.invoke APIを直接利
ハンドルです。
用する方法についてはまだ
さて、printAllメソッドの
説明していません。
メソッド・ハンドルを取得し
Java 7では、バイトコー
たリスト8の例を元に、
リス
ド・レベルでinvokedynamicの命令に
ト9のコードでコール・サイトのブート
変換される言語構造は存在しません。
ストラップ・メソッドの一例を示します。
しかし、
この点はJava 8で変わる可能
リスト9のメソッドは変更不可のコー
性があります。ラムダ式のサポートの
ル・サイトを返します。このコール・サイ
一部がinvokedynamicを使用して実
トの接頭辞の文字列は">>>"にバイ
装される見込みがあるからです。
ンドされ、その他の引数は可変引数と
コール・サイトをブートストラップして
してまとめられています。結果のコー
ル・サイトは(Object[]) void型です。 メソッド・ハンドルを利用するためには、
サード・パーティ製のライブラリを使用
文字列は定数であるため、接頭辞を追
してバイトコードを書き出す必要があ
加パラメータとして取得することもで
ります。ASMライブラリはバイトコー
きます。その場合、接頭辞の値は、バイ
ドの読取り、書出し、変換に使用できる
トコード内のコール・サイトから参照さ
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Download all listings in this issue as text
能であり、創造性の制限を取り払うも
のです。派生的な使用方法を検討して
いる方や、新たな言語を開発しようとし
ている方もいらっしゃるでしょう。いか
なる場合でも、試すことに害はありませ
ん。何を思い付くのかは誰にもわから
ないのです。
謝辞：非常に建設的なフィードバックを
下さったMarcus Lagergren氏に心
から感謝いたします。</article>
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$ java -classpath code/build/classes sample3.Caller
>>> World
>>> Hello

ABOUT US

令を紹介しました。この命令は、JVM
強力な選択肢の1つです。
での動的言語の実装と実行を容易にす
より単純なケースに対しては、マー
るために、ランタイムAPIでサポートさ
ク付きのコール・サイトをinvokedyれるものです。java.lang.invoke API
namicの呼出しに置き換えることので
では、シグネチャの型が異なる可能性
きるIndifyのようなツールも使用でき
のあるターゲットにコール・サイトを適
ますが、ASMを利用することであらゆ
応させるための一連の操作が豊富に提
る目的を果たすことができます。
供されています。
リスト12のコードについて検討し
JVM向けの既存の動的言語
ます。
このコードは、sample3.Caller （Groovy、JRubyなど）は、invokedynamicのサポートを開始していま
クラスを、java.lang.Objectのサ
す。長期的に見て、
このサポートによっ
ブクラスとして生成します。mainメ
て、Java 6に対する上位互換性の維
ソッドで は 、2 つ の 文 字 列 を 読 み 込
持が今ほど問題にならなくなるため、
み、次に(Object, Object)void型の
動的言語のランタイム・サポート部分の
console:print関数を呼び出してい
コード量が減少すると見込まれます。
ます 。この 関 数 は 、以 前 に定 義した
オラクルのNashorn（JavaScript）、
bootstrap静的メソッドを使用して
Rémi ForaxのPHP.rebootなどの
ブートストラップされます。この関数
最 近 登 場した 言 語 実 装
のシンボル名には任意の
や、今後リリースされる執
名前を使用できますが、
サポートの充実
筆者作のGolo言語など
通常はproperty:get、
invokedyは、最初からinvokedyproperty:setのように、
namicをベースとして作
名前を正規化して要素ご namic の
成されています。Java 8
とにコロンで区切ります。 JVM 仕様への
では、ラムダ式のサポート
こ の メソッド はリスト 導入は、動的言
を効率的に実装する手段
1 3 の ように 実 行 で き 、
語が
Java
エコ
としてinvokedynamic
invokedynamic命令が
システムに新た
を利用する予定です。さら
実 行 時に正しくバインド
に、派生的な使用方法も
されます。また、生成され な価値をもたら
登場してきており、たとえ
たバイトコードを、JDKに すものであり、
ばJooFlux調査プロジェ
付属する逆コンパイラの JVM で動的言
クトでは、動的なコード置
javapを使用してチェック
語のサポートを
換とアスペクト指向プロ
することもできます（リス
充実させる必要
グラミングが実現されて
ト14参照）
。
があるという認
います。
invokedynamicは、お
まとめ
識の表れです。
もに言語やミドルウェアの
本記事では、新しく導入さ
実装者にとって便利な機
れたinvokedynamic命
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