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java.lang.refパッケージについて 

2013年 9月 

湊 隆行 

第1章 はじめに 

C++にはオブジェクトを破棄するための delete演算子があり、オブジェクトのクリーンアップ（後始末）

を実行するためのデストラクタがあります。しかし、プログラマが delete 演算子を書き漏らすことが後

を絶たずメモリリークの温床になっています。 

Javaでは delete演算子を排除し、代わりに不要になったオブジェクトを回収するガーベジコレクタの

提供により、メモリリークのリスクを軽減させました。また、デストラクタの代わりにはなりませんが、

ファイナライザ（finalizeメソッド）を利用してクリーンアップを実行する仕組みを提供しています。 

しかし、不要になったオブジェクトであっても、プログラマが意図しないところでそのオブジェクトに

対する参照が残っていれば、ガーベジコレクタがそのオブジェクトを回収しないためメモリリークになり

ます。また、ファイナライザには必ず呼び出される保証があるわけではないだけでなく、ガーベジコレク

タによるオブジェクトの回収が遅延してメモリ不足を引き起こしやすくなる潜在的な問題があります。 

J2SE 1.2で追加された java.lang.refパッケージでは、オブジェクトの寿命を調整する機能と、柔軟

なクリーンアップ実行を可能にする機能を提供しています。本書では、ガーベジコレクションの説明を交

えながら、java.lang.refパッケージの概要と使い方を説明します。 

なお、本書で掲示するプログラムは、Java SE 7 の Java プログラミング言語仕様に沿って記述してい

ます。 

第2章 java.lang.refパッケージの概要 

java.lang.refパッケージは、ガーベジコレクタと対話することにより、オブジェクトの寿命を調整す

る仕組みと、ファイナライザよりも柔軟なクリーンアップを実行する仕組みを提供します。 

java.lang.refパッケージではオブジェクトの新しい参照方法として、弱参照、ソフト参照およびファ

ントム参照という新しい概念を導入しました。また Javaプログラマが日常的に表現している「参照」のこ

とを、対比的に強参照と表現しています。 

スタックやスタティックフィールドから参照しているオブジェクトを起点のオブジェクトという意味で

ルートセットと呼びます。ガーベジコレクタが起動すると、このルートセットから参照を辿っていき、Java

ヒープ内のオブジェクトが到達可能かどうかをチェックします。ガーベジコレクタは対象のオブジェクト

が強参照、弱参照、ソフト参照およびファントム参照のどの参照を辿って到達可能であるかどうかを判断

し、オブジェクトを回収するタイミングを決定します。アプリケーションは java.lang.refパッケージの

API を利用して、オブジェクトをどの参照にするかをガーベジコレクタに伝えることにより、オブジェク

トの寿命を調整できます。 

また、ガーベジコレクタはオブジェクトを回収するときに、java.lang.refパッケージの APIを介して

アプリケーションに通知します。これにより、アプリケーションはクリーンアップを実行できます。 
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2.1 クラス構成 

図 2.1.1は java.lang.refパッケージのクラス構成です。 

抽象クラス Reference から派生した 3 つの具象クラス WeakReference、SoftReference および

PhantomReference はそれぞれ、弱参照、ソフト参照およびファントム参照を実現します。これらのクラ

スのメソッドを表 2.1.1に示します。なお、リファレントの詳細は後述しますが、弱参照、ソフト参照お

よびファントム参照の対象となるオブジェクトのことをリファレントといいます。 

ReferenceQueue クラスは、ガーベジコレクタがオブジェクトを回収することをアプリケーションに通

知するための参照キューです。ReferenceQueueクラスのメソッドを表 2.1.2に示します。アプリケーシ

ョンは ReferenceQueueのメソッドを利用してオブジェクトが回収されることを検知し、クリーンアップ

を実行できます。 

 

図 2.1.1 java.lang.refパッケージのクラス構成 

 

メソッド 概要 

get() リファレントを返す。 

このリファレントを参照している間は、ガーベジコレクションが実行されてもリファレ

ントは回収されない。 

enqueue() 参照キューに自分自身（Referenceオブジェクト）を挿入させる。 

参照キューに挿入させたら、以降、参照キューに挿入されることはない。 

isEnqueue() 参照キューに自分自身（Referenceオブジェクト）が挿入されたかどうかを判定する。 

clear() リファレントをクリアする。クリアすると get()が nullを返すようになり、参照キュ

ーにも自分自身（Referenceオブジェクト）が挿入されなくなる。 

表 2.1.1 Referenceクラスのメソッド一覧 

 

メソッド 概要 

poll() 参照キューから Referenceオブジェクトを取り出して返す。 

その Referenceオブジェクトは参照キューから削除する。 

参照キューが空の場合はブロックせずに、nullを返す。 
remove() 参照キューから Referenceオブジェクトを取り出して返す。 

その Referenceオブジェクトは参照キューから削除する。 

参照キューが空の場合はブロックし、Referenceオブジェクトが挿入されるまで待つ。 
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remove(long) 参照キューから Referenceオブジェクトを取り出して返す。 

その Referenceオブジェクトは参照キューから削除する。 

参照キューが空の場合は Referenceオブジェクトが挿入されるまで、引数で指定した

タイムアウト時間だけブロックする。タイムアウト時間を経過しても挿入されなかっ

たら nullを返す。 

表 2.1.2 ReferenceQueueのメソッド一覧 

2.2 強参照 

図 2.2.1のプログラムは、強参照しか使っていません。Appクラスのコンストラクタでは「a.c = new C()」

という代入演算子を使って、A オブジェクトのフィールド c から C オブジェクトを参照させています。こ

のように代入演算子を使った参照を強参照といいます。強参照は Javaプログラマが日常的に「参照」と言

っているものとまったく同義ですが、弱参照、ソフト参照およびファントム参照よりも「強い参照」なの

で、対比的に「強」が付いています。 

 

class App { 
    A a; 
 
    App(){ 
        a = new A(); 

        a.b = new B(); //AがBを強参照 

        a.c = new C(); //AがCを強参照 

        a.b.c = a.c;   //BがCを強参照 
    } 
 
    C getC(){ 
        return a.b.c; 
    } 
 
    void dereferenceC(){ 

        a.c = null; //AからCへの強参照を削除 
    } 
 
    public static void main(String[] args) { 
        App app = new App(); 
        System.out.println(app.getC()); 
        app.dereferenceC(); 

        System.gc(); //ガーベジコレクタを起動しても、何も回収しない 
            : 
            : 
    } 
} 
 
class A { 
    B b; 
    C c; 
} 
 
class B { 
    C c; 
} 
 
class C { 
} 

図 2.2.1 強参照のみのプログラム 
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main()では Appオブジェクトを生成し、dereferenceC()を呼び出したあとに System.gc()でガーベジ

コレクタを起動させています。ガーベジコレクタは、すべてのオブジェクトについて、ルートセットから

強参照を辿って到達可能かどうかをチェックします。ルートセットから到達可能なオブジェクトを強到達

可能なオブジェクトといい、強到達可能なオブジェクトはガーベジコレクションの回収対象になりません。 

main()を実行したときのオブジェクトの参照関係の流れを、図 2.2.2に示します。①は「new App()」

を実行して、App クラスのコンストラクタを実行した後の参照関係です。次に dereferenceC()を呼び出

すと②のように Aオブジェクトから Cへの強参照が切れますが、Cオブジェクトはルートセットから Bオ

ブジェクトを介して強到達可能なオブジェクトです。そのため System.gc()でガーベジコレクションを実

行しても、③のように Cオブジェクトは回収されません。 

dereferenceC()で Cオブジェクトを回収させたいならば、「a.c = null」だけでなく「a.b.c = null」

の処理も追加して、Cオブジェクトに対する強参照をすべて削除する必要があるわけです。 

 

 

図 2.2.2 すべて強参照のオブジェクト参照関係の流れ 

2.3 弱参照 

WeakReference クラスは弱参照を実現するクラスです。WeakReference が弱参照で参照するオブジェ

クトをリファレントといい、WeakReference のコンストラクタで指定します。また WeakReference の

get()を用いることで、リファレントを強参照で参照できます。そのリファレントを強参照で参照してい

る間は、ガーベジコレクションが実行されてもリファレントが回収されるのを阻止できます。 

図 2.2.1に次の変更を加えて、弱参照を利用するプログラムにしたものが図 2.3.1です。 

 

1. Bクラスの cフィールドの型を Referenceに変更 

2. Appクラスのコンストラクタで、Bオブジェクトの cフィールドに WeakReferenceオブジェクトを代入す

るよう変更 

3. Appクラスの getC()での Cオブジェクトの返し方を変更 

 

class App { 
    A a; 
 
    App(){ 
        a = new A(); 

        a.b = new B(); //AがBを強参照 

        a.c = new C(); //AがCを強参照 
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        a.b.c = new WeakReference<>(a.c); //Cは弱参照 
    } 
 
    C getC(){ 
        return a.b.c.get(); 
    } 
 
    void dereferenceC(){ 

        a.c = null; //AからCへの強参照を削除 
    } 
 
    public static void main(String[] args) { 
        App app = new App(); 

        System.out.println(app.getC()); //リファレントを強参照で参照 
        app.dereferenceC(); 

        System.gc(); //ガーベジコレクタを起動すると、Cが回収される 
    } 
} 
 
class A { 
    B b; 
    C c; 
} 
 
class B { 
    Reference<C> c = null; 
} 
 
class C { 
} 

図 2.3.1 弱参照を利用するソースコード 

 

main()を実行したときのオブジェクトの参照関係の流れを、図 2.3.2に示します。①は Appクラスのコ

ンストラクタを実行した後のオブジェクトの参照関係です。A→B および A→C は強参照ですが、B→C は

WeakReferenceを利用した弱参照です。Appクラスの get()を呼び出すと、WeakReferenceの get()がリ

ファレントを返し、リファレントを一時的に強参照で参照することになります。dereferenceC()を実行す

ると、②のように A→Cの強参照が切れ、ルートセットから辿ると Cオブジェクトは強到達可能なオブジェ

クトでは無くなります。ただし弱参照を辿れば到達可能であり、このようなオブジェクトを弱到達可能な

オブジェクトといいます。弱到達可能なオブジェクトは、ガーベジコレクションの回収対象になります。

そこで System.gc()でガーベジコレクションを実行すると、③のように Cオブジェクトが回収されます。 

 

 

図 2.3.2 弱参照を含むオブジェクト参照関係の流れ 
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なお WeakReferenceのコンストラクタに参照キューを渡した場合、ガーベジコレクタによってリファレ

ントが回収対象となったときに、その参照キューに WeakReferenceオブジェクトが挿入されます。参照キ

ューについては後述しますが、アプリケーションは参照キューを利用することにより、リファレントが回

収されることを検知し、クリーンアップを実行できます。 

2.4 ソフト参照 

SoftReference を利用することによりソフト参照を実現できます。WeakReference と同様、

SoftReferenceも引数にリファレントを指定します。また SoftReferenceの get()を用いてリファレン

トを強参照で参照でき、そのリファレントを強参照で参照している間は、ガーベジコレクションが実行さ

れてもリファレントが回収されるのを阻止できます。 

ソフト参照を利用するサンプルを図 2.4.1に示します。図 2.3.1のソースコードとの相違点は、Appク

ラスのコンストラクタにおいて、B オブジェクトのフィールド c に代入するものを WeakReference から

SoftReferenceに置き換えただけです。 

 

class App { 
    A a; 
 
    App(){ 
        a = new A(); 

        a.b = new B(); //AがBを強参照 

        a.c = new C(); //AがCを強参照 

        a.b.c = new SoftReference<>(a.c); //Cはソフト参照 
    } 
 
    C getC(){ 
        return a.b.c.get(); 
    } 
 
    void dereferenceC(){ 

        a.c = null; //AからCへの強参照を削除 
    } 
 
    public static void main(String[] args) { 
        App app = new App(); 
        System.out.println(app.getC()); 
        app.dereferenceC(); 

        System.gc(); //ガーベジコレクタを起動すると、Cが回収される 
    } 
} 
 
class A { 
    B b; 
    C c; 
} 
 
class B { 
    Reference<C> c = null; 
} 
 
class C { 
} 

図 2.4.1 ソフト参照を利用するソースコード 
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main()を実行したときのオブジェクトの参照関係の流れを、図 2.4.2に示します。①は Appクラスのコ

ンストラクタを実行した後のオブジェクトの参照関係です。A→B および A→C は強参照ですが、B→C はソフ

ト参照です。Appクラスの get()を呼び出すと、WeakReferenceの get()がリファレントを返し、リファ

レントを一時的に強参照で参照することになります。dereferenceC()を実行すると、②のように A→C の

強参照が切れ、ルートセットから辿ると C オブジェクトは強到達可能なオブジェクトでは無くなります。

ただしソフト参照を辿れば到達可能であり、ソフト到達可能なオブジェクトといいます。 

弱到達可能なオブジェクトと異なりソフト到達可能なオブジェクトの場合、③のように Javaヒープに余

裕があるときにガーベジコレクションを実行しても回収されません。④のように Javaヒープ全体の空き容

量が不足したときに、ガーベジコレクタを実行した場合に回収されます。 

なお SoftReferenceのコンストラクタに参照キュー（後述）を渡した場合、ガーベジコレクタによって

リファレントが回収対象となったときに、その参照キューに SoftReferenceオブジェクトが挿入されます。

参照キューについては後述しますが、アプリケーションは参照キューを利用することにより、リファレン

トが回収されることを検知してクリーンアップを実行できます。 

 

 

図 2.4.2 ソフト参照を含むオブジェクト参照関係の流れ 

 

世代別ガーベジコレクションでは、一般的にまず New世代領域にオブジェクトを格納し、何回かのマイ

ナーGCを経ても生き残ったオブジェクトは Old世代領域に移動します。弱到達可能なオブジェクトは New

世代領域に対するマイナーGC ですぐ回収されることが多いのに対し、ソフト到達可能なオブジェクトは

Old世代領域に移動され Javaヒープ全体の空き容量が不足するまで回収されないことが多くなります。オ

ブジェクトの寿命の長さに着目すると、参照の強さは「強参照＞ソフト参照＞弱参照」の順となるわけで

す。 

一般的に、世代別ガーベジコレクションでは、寿命が長いオブジェクトが多ければ多いほどガーベジコ

レクションの効率が低下します。アプリケーションは、オブジェクトの寿命とガーベジコレクションの効

率がトレードオフの関係にあることを考慮し、リファレントを弱参照にするかソフト参照にするかを設計

する必要があります。 

2.5 ファントム参照 

PhantomReference クラスがファントム参照を実現します。リファレントが強参照、弱参照またはソフ

ト参照のどの参照を辿っても到達できなくなり、ファイナライザ呼び出しも完了すると、リファレントは
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もはや PhantomReferenceからしか参照されなくなります。そのような状態になったオブジェクトをファ

ントム到達可能なオブジェクトといい、ファントム到達可能なオブジェクトになった時点で参照キュー（後

述）に PhantomReferenceが挿入されます。 

PhantomReferenceの API仕様は、次の点で WeakReferenceや SoftReferenceとは異なります。 

 

1. PhantomReferenceでは参照キューの指定が必須である 

2. PhantomReferenceの get()は常に nullを返す 

 

クリーンアップを実行するためには参照キューが必要ですが、弱参照とソフト参照では、オブジェクト

をいつ回収対象にするかを決めるのが主な目的であり、クリーンアップの実行はオプション機能です。し

たがって WeakReferenceと SoftReferenceのコンストラクタでは、参照キューの指定は必須ではありま

せん。ファントム参照の場合、オブジェクトを回収するタイミングを決める目的はなく、クリーンアップ

を実行することが唯一の目的です。したがって PhantomReferenceのコンストラクタでは、必ず参照キュ

ーを指定します。 

また WeakReferenceと SoftReferenceでは get()で取得したリファレントを強参照で参照している間

は、ガーベジコレクションが実行されてもリファレントが回収されるのを阻止できます。しかし

PhantomReferenceはリファレントの寿命を調整する目的がないため、get()は常に nullを返します。 

なお PhantomReferenceはリファレントとして、強参照だけでなく弱参照またはソフト参照のオブジェ

クトを指定して、クリーンアップを実行できます。しかし WeakReferenceと SoftReferenceもコンスト

ラクタに参照キューを指定することによりクリーンアップを実行できますから、実際のところ

PhantomReference の利用場面は強参照のオブジェクトに対してクリーンアップを実行するくらいの限定

的なものに限られるでしょう。 

2.6 参照キュー 

ReferenceQueue が参照キューを実現します。ガーベジコレクションによりリファレントが回収対象と

なると、その Reference オブジェクトが ReferenceQueue に挿入されます。アプリケーションは

ReferenceQueue の poll()、remove()または remove(long)を使って、参照キューに挿入された

Referenceオブジェクトを取り出してクリーンアップを実行できます。 

なお、ReferenceQueue への挿入はガーベジコレクションの実行と非同期で行われます。そのため、ガ

ーベジコレクション実行後に、即、参照キューに挿入されるわけではありません。ガーベジコレクション

実行後、しばらく経過しないと参照キューから取り出せない場合が多い点に注意してください。 

2.7 ファイナライザと参照キューの違い 

本節では、ファイナライザと参照キューを利用したクリーンアップの違いを説明します。 

図 2.7.1を見てください。オブジェクト Aは、ファイナライザを持つオブジェクトです。また Finalizer

スレッドは、ファイナライザを呼び出すためのスレッドであり、Java VM が内部で起動します。基本的に

Finalizerスレッドは 1個しかなく、アプリケーションスレッドと並行して動作します。 
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図 2.7.1 ファイナライザを持つオブジェクトが回収されるまでの流れ 

 

①でオブジェクト A への参照が切れたあとに、②でメモリが不足すると、ガーベジコレクタが起動し、

オブジェクト Aを回収対象と見なして Finalizerスレッドに渡します。ガーベジコレクション終了後の③

では、アプリケーションの処理と並行して、Finalizerスレッドがオブジェクト Aのファイナライザを呼

び出します。オブジェクト A のファイナライザ呼び出しが速やかに終われば、④のように次回のガーベジ

コレクション実行時にオブジェクト A を回収します。ただし、ファイナライザを持つオブジェクトが大量

に Finalizerスレッドに渡されたり、オブジェクト Aのファイナライザの実行に時間を要したりして、④

のガーベジコレクションまでにオブジェクト A のファイナライザ実行が完了しなかった場合、オブジェク

ト A の回収は、さらに次回のガーベジコレクションまで持ち越すことになります。なお、②と④にあるよ

うに、ガーベジコレクション実行中は、アプリケーションスレッドだけでなく Finalizerスレッドも停止

状態になります。 

参照キューを利用する場合の処理の流れを、図 2.7.2に示します。①でオブジェクト Aへの参照が切れ

たあとに、②でメモリが不足すると、ガーベジコレクタが起動し、オブジェクト A を回収対象と見なして

参照キューに渡します。図 2.7.1と違って、③では Finalizerスレッドでなくアプリケーションスレッド

上でクリーンアップを実行します。オブジェクト A のクリーンアップ実行が速やかに終われば、④のよう

に次回のガーベジコレクション実行時にオブジェクト Aを回収します。 
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図 2.7.2 参照キューを利用したクリーンアップの流れ 

 

ファイナライザを利用する場合も参照キューを利用する場合も、クリーンアップを実行する場合、ガー

ベジコレクタによるオブジェクトの回収が遅延するのは避けられません。また、アプリケーションが強制

的に終了させられた場合、クリーンアップを実行しないおそれもあります。そのため、ネイティブリソー

スなどの重要な資源の解放処理については、close()など明示的な解放処理用のメソッドを用意し、アプ

リケーションからその解放処理用のメソッドを漏れなく呼び出すようにするのが鉄則です。 

ただ、参照キューを利用する場合、クリーンアップが不要なオブジェクトを参照キューに入れないよう

にしたり、参照キューを参照してクリーンアップ実行をスケジューリングしたりできるメリットがあり、

ファイナライザを利用するよりも柔軟なプログラミングが可能になります。 

第3章 java.lang.refパッケージの使用例 

第 2章で java.lang.refパッケージの概要を説明しましたが、本章では java.lang.refパッケージを

利用したプログラミング例を紹介します。 

その前に、java.lang.refパッケージを利用するとどのようなことが実現できるか、次にまとめておき

ます。 

 

1. 柔軟なクリーンアップ 

Referenceの派生クラスと ReferenceQueueを組み合わせて利用することにより、ファイナライザよりも

柔軟なクリーンアップ処理をプログラミングできます。 

2. オブジェクトのキャッシュ 

画像データなど大量のデータを扱う場面では、オンメモリでデータを保持し、I/O処理を減らしたいニーズ

があるでしょう。このようなときには、WeakReferenceまたは SoftReferenceを利用することにより、

ガーベジコレクタが起動するまでの間、オブジェクトを一時的にキャッシュできるようになります。 
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3.1 参照キューを利用したクリーンアップ 

図 3.1.1 のサンプルを見てください。Sender クラスは Connection クラスを介してホストに接続し、

メッセージを送信するクラスです。サンプルでは Connectionクラスは System.out.println()を実行す

るだけですが、現実的なアプリケーションでは、ネイティブライブラリを利用してホストとの通信処理を

行うことを想定したクラスです。また、サンプルでは読みやすさのため close()が実行済みかどうかのチ

ェックなどを省略しています。 

Senderクラスと Connectionクラスともに、ネイティブリソース解放のクリーンアップを実行するため

の close()があり、もちろん、アプリケーションは Sender が不要になる際には、漏れなく close()を呼

び出すようプログラミングする必要があります。ファイナライザまたは参照キューを利用しないよう設計

している点において、Senderクラスおよび Connectionクラスは、模範的なクラスといえます。 

 

//ホストと間接的にやりとりする疑似Senderクラス 

//Sender.close()からConnectionのclose()を呼び出す 
public class Sender { 
    Connection connection = null; 
 
    public Sender(){ 
    } 
 
    public Sender connect(String host) throws IOException { 
        this.connection = new Connection().connect(host); 
        return this; 
    } 
 
    public void close() throws IOException { 
        this.connection.close(); 
        this.connection = null; 
    } 
 
    public Sender send(String msg) throws IOException { 
        this.connection.send(msg); 
        return this; 
    } 
} 
 

//ホストと直接やりとりする擬似Connectionクラス 
class Connection { 
    private String host = null; 
 
    Connection() { 
    } 
 
    public Connection connect(String host) throws OException { 

        //実際はここでネイティブリソースの獲得処理などを行う 
        System.out.println("Create the connection.: host="+host); 
        this.host = host; 
        return this; 
    } 
 
    public void send(String msg) throws IOException { 
        System.out.println("Send "+msg+" to "+this.host); 
    } 
 
    public void close() throws IOException { 

        //実際はここでネイティブリソースの解放処理などを行う 
        System.out.println("Close the connection.: host="+this.host); 
    } 
} 
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図 3.1.1 Senderクラスと Connectionクラス 

 

2つの Senderを生成してメッセージを送信するアプリケーションの execute()を図 3.1.2に示します。

1つ目の Senderで close()の実行が漏れているため、execute()実行後にガーベジコレクトが起動される

と、Connectionが獲得したネイティブリソース解放を行わないまま回収されてしまいます。 

 

    static void execute() throws IOException { 

        new Sender().connect("host1").send("msg1");         //close()の実行漏れ 

        new Sender().connect("host2").send("msg2").close(); //close()を実行 
    } 

図 3.1.2 アプリケーションのプログラム 

 

close()の実行漏れがあった場合の暫定的な対応策として、java.lang.ref パッケージを利用して

Connectionが獲得したネイティブリソースを解放するサンプルを紹介します。図 3.1.3の Sender2クラ

スは、図 3.1.1の Senderクラスを拡張して PhantomReferenceと ReferenceQueueを利用して資源解放

を行っています。 

 

//ホストにメッセージを送るクラス 

//Sender2のclose()の実行が漏れても、Connectionのclose()を実行する 
public class Sender2 extends Sender { 

    //参照キュー 
    private static final ReferenceQueue<Sender> queue = new ReferenceQueue<>(); 

    //Senderに対応するReferenceとConnectionを保持するMap 
    private static final Map<Reference<Sender>, Connection> connections = new ConcurrentHashMap<>(); 

    //Senderに対応するReference 
    private Reference<Sender> reference; 
 
    public Sender2(){ 
    } 
 
    @Override public Sender connect(String host) throws IOException{ 
        expunge(); 
        super.connect(host); 

        //リファレントと参照キューを指定して、PhantomReferenceを生成 
        this.reference = new PhantomReference<Sender>(this, Sender2.queue); 

        //WeakReferenceとConnectionをMapに格納 
        Sender2.connections.put(this.reference, this.connection); 
        return this; 
    } 
 
    @Override public void close() throws IOException { 
        expunge(); 
        super.close(); 

        Sender2.connections.remove(this.reference); //Mapからエントリを削除する 
    } 
 
    @Override public Sender send(String msg) throws IOException { 
        expunge(); 
        return super.send(msg); 
    } 
 

    //参照キューを利用して、Connectionの資源を解放 
    private static void expunge(){ 
        Reference<?> ref = null; 
        while((ref=Sender2.queue.poll()) != null){ 
            try{ 
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                System.err.println("[Warning] Sender.close() was not called."); 
                Sender2.connections.get(ref).close(); 
            }catch(IOException ex){ 
                ex.printStackTrace(); 
            } 
            Sender2.connections.remove(ref); 
        } 
    } 
} 

図 3.1.3 Sender2クラス 

 

Sender2 にはクラス変数 queue、connections とインスタンス変数 reference があり、すべて

java.lang.refパッケージのクラスを利用しています。 

connect()では、PhantomReferenceを生成する際、第 1引数にリファレントとして Sender2を指定す

るだけでなく、第 2引数に参照キューとして queue を指定しています。そして connections の put()を

使って、PhantomReferenceと Connectionの組をエントリとして格納します。 

次に close()を見てください。アプリケーションが忘れずに Sender2 の close()を実行した場合、

connectionsの remove()を実行してエントリを削除し、PhantomReferenceと Connectionへの参照を

削除します。こうすれば、ガーベジコレクタ起動時に Connectionだけでなく PhantomReferenceもすぐ

に回収され、参照キューに PhantomReferenceが挿入されることがなくなるため、オブジェクトの回収が

遅延することがありません。この点において、オブジェクトの回収が必ず遅延するファイナライザよりも、

参照キューを利用するメリットがあると言えます。 

アプリケーションが Sender2 の close()を実行し忘れたまま Sender2 への強参照を削除した後にガー

ベジコレクタが起動された場合、Sender2 はファントム到達可能なオブジェクトになり、参照キューに

PhantomReference が挿入されます。 expunge()を見てください。参照キューの poll()が

PhantomReference を返すと、close()の実行漏れがあると判断し、System.err.println()で警告メッ

セージを出力して、Connection の close()を呼び出します。警告メッセージを出力するのは、close()

の実行漏れを修正するよう促すためです。 

この expunge()を Sender2の各メソッドから呼び出すようにします。これにより Sender2の close()

の実行が漏れていても、Sender2 の各メソッドが呼び出されたときに参照キューを利用してネイティブリ

ソースを解放できるわけです。 

 

 

図 3.1.4 Sender2を利用するアプリケーションの参照関係の流れ 
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図 3.1.4は、アプリケーション全体の参照関係の流れです。インスタンス変数とクラス変数とでは参照

関係が異なるため、図では「Sender2」と「Sender2クラス」に分けています。「Sender2」から「Connection」

への参照はインスタンス変数 connection による参照であり、「Sender2 クラス」から「Sender2」と

「Connection」への参照はクラス変数 connectionsによる参照です。 

①はアプリケーションが Sender2を生成しメッセージを送信している間の参照関係であり、②はアプリ

ケーションが Sender2 の close()を実行し忘れたまま Sender2 への強参照を削除し、さらにガーベジコ

レクションが実行された後の参照関係です。②では「Sender2」はファントム到達可能なオブジェクトで

すが、Connection は強到達可能なオブジェクトであり回収されません。そのため ReferenceQueue を利

用することにより Sender2が回収されるタイミングで Connectionの close()を呼び出せるわけです。 

ファイナライザを利用するにしても参照キューを利用するにしても、リソースの解放漏れを検出した場

合は、アプリケーションを修正するのが鉄則です。外部に提供する共通ライブラリを開発する場合でも、

このサンプルのように参照キューを利用して警告メッセージを出力することによって、リソースの解放漏

れがあることをアプリケーションに知らしめることも有効な手段でしょう。 

また PhantomReference の代わりに WeakReference または SoftReference を ReferenceQueue と組

み合わせて利用すれば、弱参照またはソフト参照のオブジェクトに対しても、このサンプルで示したよう

なクリーンアップを実行できるわけです。 

 

3.2 Referenceを利用したオブジェクトのキャッシュ 

WeakReferenceとSoftReferenceを利用して、オブジェクトをキャッシュするサンプルを紹介します。 

図 3.2.1を見てください。FileBuffersクラスのインスタンス変数 cachesは、ファイルとそのファイ

ルデータの組をエントリとしてキャッシュします。そのファイルデータは WeakReferenceを利用した弱参

照オブジェクトです。 

外部から getString()が呼び出されると、getCache()を呼び出してキャッシュからファイルデータを

取得して返します。ファイルデータがキャッシュされていない場合、readFile()を呼び出してファイルか

ら読み込んでキャッシュします。これにより、アプリケーションがファイルデータを強参照で参照してい

なくても、ガーベジコレクションが実行されない限り、キャッシュしたファイルデータを使い回せます。 

ところで世代別 GC を使うアプリケーションにおいて、マイナーGC が頻発するとキャッシュしたデータ

が短命になり、キャッシュを効果的に使いまわせない場合があります。このような場合は、WeakReference

の代わりに SoftReferenceを利用すれば、キャッシュの寿命を延ばせます。ただし、ソフト参照ではメモ

リ不足になるまでデータをキャッシュし続けるため、FullGCを誘発しやすいデメリットがあり注意が必要

です。 

 

//ファイルデータをキャッシュするクラス 
public class FileBuffers { 

    //ファイルデータをキャッシュ 
    private final Map<File, Reference<String>> caches = new ConcurrentHashMap<>(); 
 

    //キャッシュしているファイルデータを返す 

    //ファイルデータがキャッシュに無い場合は、ファイルから読み込んでキャッシュする 
    public String getString(final File file) throws IOException { 
        synchronized(this.caches){ 
            String s = this.getCache(file); 
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            if(s == null){ 
                s = readFile(file); 

                //WeakReferenceをSoftReferenceに変更可 
                this.caches.put(file, new WeakReference<>(s)); 
            } 
            return s; 
        } 
    } 
 

    //リファレントが有効な場合に限り、有効なファイルデータを返す 

    //ファイルデータがキャッシュされていない場合は、nullを返す 
    private String getCache(final File file){ 
        final Reference<String> ref = caches.get(file); 
        return (ref == null) ? null : ref.get(); 
    } 
 

    //ファイルからデータを読み込む 
    private String readFile(final File file) throws IOException { 
        final StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
        try(BufferedReader r = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(file), 
"UTF-8"))){ 
            for(String s; (s=r.readLine()) != null; ){ 
                sb.append(s).append("¥n"); 
            } 
            return sb.toString(); 
        } 
    } 
} 

図 3.2.1 FileBuffersクラス 

 

ここでは「オブジェクトをキャッシュする」という言い方をしましたが、逆に長寿オブジェクトを

WeakReference または SoftReference を利用することによって寿命を短くさせる方法も考えられます。

たとえば Singletonオブジェクトはアプリケーションが終了するまでの間、メモリ上に存在し続ける長寿

オブジェクトの代表格です。Singletonは図 3.2.2のようなデザインパターンでプログラミングします。 

 

public class Singleton { 

    //外部からインスタンス化できないようprivateなコンストラクタとする 
    private Singleton(){} 
 

    //Java VMで唯一のインスタンスを返す 
    public static Singleton getInstance() { 
        return SingletonHolder.INSTANCE; 
    } 
 

    //Singletonオブジェクトの生成を遅らせるための内部クラス 
    private static class SingletonHolder { 
        public static final Singleton INSTANCE = new Singleton(); 
    } 
} 

図 3.2.2 Singletonクラス 

 

Singleton デザインパターンを SoftReference を利用して実装する例を考えてみました。これを図

3.2.3に示します。もちろん SoftReferenceを WeakReferenceに置き換えてもかまいません。一般的な

アプリケーションでは Singletonをこのような方法で実装するニーズはあまり無さそうですが、メモリ容

量が小さいモバイルデバイスなどに向けて検討してよいのではないかと考えています。 
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public class Singleton { 

    //外部からインスタンス化できないようprivateなコンストラクタとする 
    private Singleton(){} 
 

    //Java VMで唯一のインスタンスを返す 
    public static Singleton getInstance() { 
        synchronized(SingletonHolder.class){ 

            Singleton referent = SingletonHolder.INSTANCE.get(); //① 
            if(referent == null){ 

                //Singletonオブジェクトが回収されていたら、再生成する 

                referent = new Singleton(); //② 
                SingletonHolder.INSTANCE = new WeakReference<>(referent); 
            } 

            return referent; //③ 
        } 
    } 
 

    //Singletonオブジェクトの生成を遅らせるための内部クラス 
    private static class SingletonHolder { 
        public static Reference<Singleton> INSTANCE = new WeakReference<>(new Singleton()); 
    } 
} 

図 3.2.3 Singletonクラス 

 

図 3.2.3で気を付けなければならないのは、getInstance()実行中にガーベジコレクションによってリ

ファレントが回収されることがないように、①または②でローカル変数 referent にリファレントを代入

し、③で返すまでの間リファレントへの強参照を保持し続ける必要がある点です。 

もし getInstance()を図 3.2.4のように記述した場合、どうなるでしょうか。ローカル変数を使ってリ

ファレントを強参照で保持していないため、①で get()が有効なリファレントを返しても、③を実行する

までの間にガーベジコレクタが起動された場合、③の get()が nullを返すおそれがあります。また②でリ

ファレントを生成しても、その直後にガーベジコレクタが起動されると、同様にして③で nullを返すおそ

れがあります。このように WeakReferenceおよび SoftReferenceを利用するプログラムでは、リファレ

ントへの強参照を保持することに十分な注意を払ってください。 

 

    //Java VMで唯一のインスタンスを返す 
    public static Singleton getInstance() { 
        synchronized(SingletonHolder.class){ 

            if(SingletonHolder.INSTANCE.get() == null){ //① 

                //Singletonオブジェクトが回収されていたら、再生成する 

                SingletonHolder.INSTANCE = new WeakReference<>(new Singleton()); //② 
            } 

            return SingletonHolder.INSTANCE.get(); //③ 
        } 
    } 

図 3.2.4 Singletonクラス 

第4章 WeakHashMap 

java.util.WeakHashMapクラスも J2SE 1.2で追加されたクラスで、他の Mapと同様、key-valueの

組を 1つのエントリとして保持します。WeakHashMapでは keyは WeakReferenceを利用した弱参照のオ

ブジェクトであり、内部で参照キューを利用して keyが回収されることを検知すると、WeakHashMapがそ
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のエントリを削除する仕組みになっています。WeakHashMapを利用するアプリケーション側で keyへの強

参照を保持し続ける限り、そのエントリは保持し続けます。逆にアプリケーション側で keyに対する強参

照を削除すれば、ガーベジコレクション実行後に WeakHashMapがそのエントリを削除します。 

ただし WeakHashMapに格納する valueについては、他の Mapと同様に強参照です。したがってアプリ

ケーション側で valueに対する強参照を保持していなくても、そのエントリが削除されることはありませ

ん。 

図 4.1は WeakHashMapを利用したプログラム例、図 4.2はその実行結果です。 

 

//WeakHashMapに格納するkeyとvalue 
String key1 = new String("key1"); 
String key2 = new String("key2"); 
String value1 = new String("value1"); 
String value2 = new String("value2"); 
 

//WeakHashMapにエントリを格納する 
Map<String, String> map = new WeakHashMap<>(); 
map.put(key1, value1); 
map.put(key2, value2); 

System.out.println("1: "+map.toString()); //① 
 

//key2への強参照を削除してガーベジコレクタを起動させ、 

//WeakHashMap内の参照キューに入るまでしばらく待ってあげる 
key2 = null; 
System.gc(); 
Thread.sleep(3000); 
System.out.println("2: "+map.toString()); 
 

//value1への強参照を削除してガーベジコレクタを起動させ、 

//WeakHashMap内の参照キューに入るまでしばらく待ってあげる 
value1 = null; 
System.gc(); 
Thread.sleep(3000); 
System.out.println("3: "+map.toString()); 

図 4.1 WeakHashMapを利用するプログラム 

 

1: {key1=value1, key2=value2} 
2: {key1=value1} 
3: {key1=value1} 

図 4.2 WeakHashMapを利用するプログラムの実行結果 

 

この出力結果から、次のことがわかります。 

 

 アプリケーションが key2への強参照を削除しガーベジコレクションを実行させると、key2-value2のエ

ントリが自動的に削除される 

 アプリケーションが value1への強参照を削除しガーベジコレクションを実行させても、key1-value1

のエントリは削除されない 

 

図 4.3 は、図 4.1 の①を実行した時点のオブジェクトの関係図です。WeakHashMap から key1 と key2

への参照は弱参照であり、value1と value2への参照は強参照であることを示しています。アプリケーシ

ョンから key2への強参照を削除すると、key2はルートセット→アプリケーション→WeakHashMapを経た弱
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到達可能なオブジェクトになります。ガーベジコレクション実行時に key2は回収対象になり、参照キュー

に挿入されます。WeakHashMapは参照キューを見て key2が回収されることを判断し、key2–value2のエ

ントリを削除するわけです。 

 

 

図 4.3 WeakHashMapを利用するプログラムでのオブジェクトの関係図 

 

実は「3.1参照キューを利用したクリーンアップ」の図 3.1.4の expunge()は、この WeakHashMap

の実装を模倣したものです。 WeakHashMap も各メソッドが呼び出されるたびに、内部で

expungeStaleEntries()を呼び出し、ReferenceQueue.poll()でチェックして WeakHashMapのエン

トリを削除しているわけです。OpenJDK などから WeakHashMap のソースコードをダウンロードし、

expungeStaleEntries()周りの実装を見てみてください。 

第5章 まとめ 

java.lang.refパッケージを利用することにより、「柔軟なクリーンアップ」と「オブ

ジェクトのキャッシュ」を実現できることを紹介しました。オープンソースソフトウェア

や Java SEのコアライブラリでも、WeakReferenceをよく利用しています。特に、アプ

リケーションが addXXXListenerなどで追加したリスナを removeXXXListenerなどで削

除するのを忘れてもメモリリークを回避するように、リスナを弱参照で管理する手法が多

く見られます。 

java.lang.ref パッケージを利用する際は、リファレントへの参照が切れる可能性を

考慮しながら注意深くプログラミングする必要があります。しかし、メモリリークを回避

したりメモリ資源を活用したりする仕組みを提供する java.lang.ref パッケージは、強

力な APIの一つでしょう。 
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