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関口 勝友 

Reference が GC に与える影響 

 

Java には、弱参照、ソフト参照、ファントム参照、ファイナル参照を実装した便利なクラスライブラリ※1

があります。これらを実体化したものを Reference 系オブジェクトと呼ぶことにします。私が今までに経

験した性能トラブルのなかで、いくつかの業務アプリでは GC 処理が Reference 系オブジェクトを扱うと

きに高い負荷のかかっているものがありました。 

 

Reference 系オブジェクトは、用途によってはとても便利で、アプリケーションの実装を簡略化できます。

しかし、その反面、Reference 系オブジェクトをむやみに乱用すると、GC に高い負荷が掛かり、アプリケ

ーションの応答性能に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。 

 

GCの問題 

 

はじめに、簡単に GC 処理について整理しておきます。 

 

どんなプログラムであってもメモリを使用します。データを格納するためのメモリ領域を生成し、書き込

み、読み出し、解放します。このメモリ領域の解放を怠ると、システム全体で利用可能なメモリ資源が不

足してしまいます。また、その反対に使用中のメモリ領域を誤って解放してしまい、プログラムが異常終

了してしまうようなことも容易に考えられます。 

 

「メモリ領域なんて使い終わったら、勝手に解放されれば良いのに．．．」、この欲求を満足させる機能が GC

です。GC の要件は、ごく単純なもので、誰からも使用されなくなったメモリ領域を自動的に解放するだ

けです。但し、メモリ使用者自身がメモリ領域を解放するのと違って、どのメモリ領域を解放したら良い

のか全メモリ空間をスキャンする必要があります。そのため、GC は処理時間が掛かる作業となります。

さらに、このメモリ空間のスキャン中にメモリ使用者が変更を加えないように監視する必要があります。

スキャン中に全てのメモリ使用者を停止することでメモリ空間の一貫性を保つことができます。この方法

は GC にとっては処理効率が良く、また手っ取り早く実装することができますが、その間、メモリ使用者

は処理を進めることができなくなります。※2 

 

メモリ使用者の要求は、メモリ領域を取得し、メモリにアクセスすることだけです。本来、使用済みのメ

モリ領域の解放中にメモリ使用者が待たされる必要はなく、実際に、GC を利用しないシステムではメモ

リ使用者が待たされるようなことはありません。しかし、一般的に GC の場合は、前述したように、不要

なメモリ領域を回収するためにメモリ使用者を停止することになります。それゆえ、GC を利用するシス

テムでは、なるべくメモリ領域の解放処理に負荷を掛けないようにすることが重要です。無駄にメモリ領

域を使用することを避けて、なるべく効率的にメモリを使用することに留意するべきです。 

 

※1：java.lang.ref.Reference クラスを継承した java.lang.ref.WeakReference クラス、java.lang.ref.SoftReference クラス、

java.lang.ref.PhantomReference クラス、java.lang.ref.FinalReference クラスのことです。 

※2：コンカレント GC のように、メモリ使用者がメモリ空間に変更を加えたことを検出して GC 処理に通知することでメ

モリ空間の一貫性を保つこともできますが、ここでは解説を省きます。 
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Referenceの特徴 

 

Reference 系オブジェクトとは、弱参照やソフト参照、ファントム参照、ファイナル参照を実体化したオ

ブジェクトのことで、これらは通常のオブジェクト参照とは管理の仕方が異なります。そのため、GC 処

理に余計な負荷を掛けることになります。Reference 系オブジェクトを乱用すると、その負荷が GC 性能

に大きく影響することがあります。これらの Reference 系オブジェクトを使用しなくても実装可能な業務

アプリでは、可能なかぎり使用しないことを推奨します。特に、GC 処理に長い時間を費やしているよう

な場合、上記の Reference 系オブジェクトを使用していないか検査して対処することが有効な手段となる

ケースがあります。検査方法については、後ほど説明します。 

 

オブジェクトを指すポインタは、一般的に参照と呼ばれます。Reference 系オブジェクトを使った参照は、

通常の参照、いわゆる強参照※3 とは異なる特徴があります。あるオブジェクトへの強参照が絶たれて、参

照元オブジェクトから未到達になった参照先オブジェクトの場合であっても、各 Reference 系オブジェク

トは、参照先オブジェクトが回収されないよう以下の表のように参照します。 

 

表１ 参照タイプと特徴 

参照タイプ  参照の特徴 

弱参照（WeakReference） ＧＣが発動されるまでは保存するためにオブジェクトを参照します。 

ソフト参照（SoftReference） 
ＧＣが発動されても最終アクセスからのある期間は回収されないようにオブジ

ェクトを参照します。 

ファントム参照（PhantomReference） ＧＣによって回収されないようにオブジェクトを参照します。 

ファイナル参照（FinalReference） finalize メソッドを処理するまで保存するためにオブジェクトを参照します。 

 

Reference 系オブジェクトは、その参照の特徴を利用して以下のような場合によく使用されます。 

 あるデータのキャッシュとして Reference 系オブジェクトから参照し、不要となったデータを再利用

したいときにキャッシュにデータがあれば使用し、無ければあきらめるような使われ方をする場合 

 ある処理の終了後に行う解放処理のような、データが不要になった後も、なんらかの処理をするまで

は回収せずに保存しておきたい場合 

上記のような場合は、便利だからといってむやみに Reference 系オブジェクトを使うのではなく、LRU な

り FIFO なりのアルゴリズムを使用して業務アプリ側でデータ管理することにより GC への負荷を減らす

ことができます。運用時、結果的にそれほど性能への影響がない場合は、Reference 系オブジェクトを使

用してもかまいません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3：通常の参照のことを、Reference 系オブジェクトを使った参照に対比して強参照と呼ぶことができます。 



 

 

                                             3 

 

Referenceの負荷 

 

ではなぜ、Reference 系オブジェクトは GC に負荷を掛けるのでしょうか？ 

 

使用中のオブジェクトのことを、生存しているオブジェクト、または単に生存オブジェクトと言います。

生存オブジェクトを探索するために、メモリ使用者のスタックやレジスタに存在するコンテクスト情報や

グローバルな領域などから直接オブジェクトを参照しているアドレスの一覧を用意する必要があります。

このアドレス一覧、すなわち参照の集合のことをルートセットと呼びます。GC はルートセットやそこか

ら参照されるオブジェクトに含まれている強参照を辿って生存オブジェクトを探索します。つまり、ユー

ザが使用しているオブジェクトや使用する可能性があるオブジェクトを全て抽出することになります。全

ての生存オブジェクトを抽出した後、残りの不要となったオブジェクトを回収することができます。 

 

本来 GC によって回収可能な、強参照では到達しないオブジェクトであっても、弱参照やソフト参照、フ

ァントム参照、ファイナル参照によって到達するオブジェクトが存在すると、GC は上記の回収処理とは

独立した Reference 用の処理を追加して実行することになります。つまり、せっかく回収可能なオブジェ

クトを抽出できたのに、その抽出された不要なオブジェクトの中からさらに Reference 系オブジェクトに

より到達するオブジェクトは生存とみなされて復活することになるのです。 

 

負荷の測定 

 

実際にどれくらい影響するのでしょうか？ここでは、極端な例ですが、単純なベンチマークを用意して評

価してみます。 

 

 

図１ ベンチマークで使用する参照（オブジェクトの参照関係） 

 

参照元オブジェクト 参照先オブジェクト 

参照 

ベンチマークで使用する参照の種類 

 WeakReference による参照 

 SoftReference による参照 

 PhantomReference による参照 

 強参照 

 参照なし 
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次の例に挙げるサンプルプログラムは、60 秒間ひたすら参照元オブジェクトと参照先オブジェクトを生成

し、WeakReference・SoftReference・PhantomReference による参照、強参照、および参照なしのそれぞ

れについて、GC 時間の比較をします。参照元オブジェクトは参照の違いによって、WeakReference オブ

ジェクト、SoftReference オブジェクト、PhantomReference オブジェクト、通常のオブジェクトとして生

成します。参照なしの場合は、参照元オブジェクトに参照先オブジェクトへの参照を代入しません。 

 

 

図２ 参照処理コストのベンチマーク 

 

測定には富士通製 JavaVM 1.7.0_09 を使用して、Reference 系オブジェクトと強参照を持つオブジェクト

に対する GC コストを評価します。図 1 に示すオブジェクトの参照関係を作成した回数に対して、どれだ

けの GC 処理時間を費やしたかで GC コストを導きます。参照タイプ毎に掛かる GC コストの比較は、表

２のようになります。 

 

 

 
    pointee = new Pointee();     // 参照先オブジェクトの生成 

    pointee.id = count; 
 
    switch (reference_kind) { 
    case REF_STRONG:     // 強参照の場合： 

      pointer = new Pointer();     // 参照元オブジェクトの生成 

      if (is_alive) { 
        pointer.pointee = pointee;    // オブジェクト参照を代入する 

      } 
      pointer_list.add(pointer);     // 参照元オブジェクトを保持する 

      if (pointer_list.size() > 2000000) {    // 参照元オブジェクトが 2000000 以上に達し 

        pointer_list.subList(0, 999999).clear();   // たらOutOfMemoryErrorの発生を防ぐために 

      }       // 1000000 個をリストから取り除く 

      break; 
  
    case REF_WEAK:     // 弱参照の場合： 

      reference = new WeakReference<Pointee>(pointee, queue); // 参照元オブジェクトの生成 

      reference_list.add(reference);    // 参照元オブジェクトを保持する 

      if (reference_list.size() > 2000000) {   // 参照元オブジェクトが 2000000 以上に達し 

        reference_list.subList(0, 999999).clear();   // たら強参照やファントム参照にあわせて 

      }       // 1000000 個をリストから取り除く 

      break; 
    case REF_SOFT:      // ソフト参照の場合： 

      reference = new SoftReference<Pointee>(pointee, queue); // 参照元オブジェクトの生成 

      reference_list.add(reference);    // 参照元オブジェクトを保持する 

      if (reference_list.size() > 2000000) {   // 参照元オブジェクトが 2000000 以上に達し 

        reference_list.subList(0, 999999).clear();   // たら強参照やファントム参照にあわせて 

      }       // 1000000 個をリストから取り除く 

      break; 
    case REF_PHANTOM:     // ファントム参照の場合： 

      reference = new PhantomReference<Pointee>(pointee, queue); // 参照元オブジェクトの生成 

      reference_list.add(reference);    // 参照元オブジェクトを保持する 

      if (reference_list.size() > 2000000) {   // 参照元オブジェクトが 2000000 以上に達し 

        reference_list.subList(0, 999999).clear();   // たらOutOfMemoryErrorの発生を防ぐために  

      }       // 1000000 個をリストから取り除く 

      break; 
    } 
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表２ 参照タイプ毎に掛かる GC コスト 

参照種別 
GC 処理時間 

【秒】 

オブジェクト参照 

作成回数 

オブジェクト参照作成

一回あたりの GC 処理

時間 【ﾅﾉ秒】 

GC コスト 

(対強参照比) 

参照なし 12.68 163,017,138 77.81 0.49 

強参照 21.14 133,875,891 157.88 1.00 

弱参照 32.78 91,530,673 358.15 2.27 

ソフト参照 34.85 82,592,653 422.00 2.67 

ファントム参照 45.38 48,815,653 929.64 5.89 

測定マシン環境 ： Solaris10 SPARC64 Ⅳ 4 x 3MHz 

Java実行環境 ： 富士通製 JavaVM 1.7.0_09/パラレル GC/ヒープサイズ 2Gバイト固定 

測定時間 ： 60 秒 

 

表 2 にある参照種別ごとの「GC 処理時間」をみてみると、強参照では測定時間 60 秒のうちの 1/3 程度を

GC 処理に費やしています。それに対して、弱参照やソフト参照では 1/2 以上、ファントム参照では 3/4 程

度も GC 処理に時間を費やしています。この結果だけでも、Reference 系オブジェクトの使用が GC に負

荷を掛けていることが分かります。 

 

GC 処理時間を比較するにしても、使用するヒープの量が参照種別ごとに一定ではないので GC コストを

比較することができません。そのため、参照元オブジェクトと参照先オブジェクトのセットを作成した回

数で、GC 処理時間を正規化しています。表 2 では、参照種別ごとに「オブジェクト参照作成回数」をカ

ウントし、1 セット作成する毎に GC にどれだけの負荷が掛かることになるのかを「オブジェクト参照作

成一回あたりの GC 処理時間」として示しています。この正規化した値を「GC コスト」として比較しま

す。 

 

強参照は、参照なしの場合と比較して２倍程度のコストとなっています。また、弱参照、ソフト参照、フ

ァントム参照は、強参照と比較してさらに２～６倍程度のコストになることが分かります。この結果から

分かるように、大量の Reference 系オブジェクトをむやみに使用するのは避けたほうがよいでしょう。 

 

検査方法 

 

次に、Reference 系オブジェクトが業務アプリ内で使用されているか検査する方法について説明します。 

 

簡単に知りたい場合は、クラスヒストグラムを参照します。クラスヒストグラムを取り出すにはいくつか

の方法がありますが、ここでは jmap コマンド※4を使用します。走行中の java コマンドに対して任意のタ

イミングで jmap コマンドを実行すれば、クラスヒストグラムが表示されます。このクラスヒストグラム

からは Reference 系オブジェクトがどれくらい使用されているかが分かります。しかし、GC の参照処理

に負荷を掛けているのは Reference 系オブジェクトだけではありません。Reference 系オブジェクトが参

照する Referent オブジェクトも参照処理のコストとして GC に負荷を掛けることになります。Referent 

 

※4：jmap コマンドの使用方法については、以下をご参照ください。 

http://docs.oracle.com/javase/jp/7/technotes/tools/share/jmap.html 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/share/jmap.html 

http://docs.oracle.com/javase/jp/7/technotes/tools/share/jmap.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/share/jmap.html
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オブジェクトが別のオブジェクトを参照するならば、そのコストはさらに増加します。 

 

 

 

図３ jmap コマンド実行例 

 

 

図４ クラスヒストグラムの出力例 

 

どんなオブジェクトであっても Referent オブジェクトになり得ますが、クラスヒストグラムでは識別する

ことができません。Referent オブジェクトの存在については、残念ながらクラスヒストグラムだけでは知

ることができません。 

 

Reference 系オブジェクトからその先の Referent オブジェクトを見つけるには、jvisualvm コマンド※5を

使用すると便利です。ここでは、あらかじめヒープダンプを採取して、jvisualvm コマンドで開くことに

より検査することにします。ヒープダンプを採取するには、検査したいアプリケーションの起動時に

「-agentlib:hprof=format=b」を java コマンドへの引数として指定し、採取したいタイミングでその java プ

ロセスに SIGINT を送信します。SIGQUIT や SIGBREAK でもヒープダンプを採取できますが、SIGINT

であれば同時に JavaVM を終了させることができます。 

 

 

 

 

 

図５ ヒープダンプ採取例 

 

出力されたヒープダンプファイル java.hprof を jvisualvm コマンドで開きます。(図６) 

 

 

 

※5：jvisualvm コマンドの使用方法については、以下をご参照ください。 

http://docs.oracle.com/javase/jp/7/technotes/guides/visualvm/index.html 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/visualvm/index.html 

num     #instances         #bytes  class name 
---------------------------------------------- 

   1:       2738394       87628608  java.lang.ref.SoftReference 
   2:       2738372       43813952  ReferenceTest$Pointee 
   3:           436       21865168  [I 
   4:           316       10952288  [Ljava.lang.Object; 
   5:          5960         592992  <constMethodKlass> 
   6:          5960         574752  <methodKlass> 
   7:          1702         316160  [C 

   8:           414         245736  <constantPoolKlass> 
   9:           414         163568  <instanceKlassKlass> 
  10:           377         147248  <constantPoolCacheKlass> 
  11:           502          91488  [B 
  12:           473          57888  java.lang.Class 
   ：            ：             ：        ： 

ソフト参照の出現により、

Reference 系オブジェクトを
使用していることが分かる。 

Referentオブジェクトである Pointee
も重要なのに、一見通常のオブジェクト

と見分けがつかない。 
Referentオブジェクトのサイズが大きく
大量のデータを所有している場合、GC
の処理コストが大きくなる。 

$ jmap –histo <java コマンドのプロセス番号> 

$ java -agentlib:hprof=format=b –Xmx2g –Xms2g ReferenceTest –soft 
^CDumping Java heap ... allocation sites ... done. 
$ ls 
ReferenceTest$1.class        ReferenceTest$Pointer.class  ReferenceTest.java 
ReferenceTest$Pointee.class  ReferenceTest.class          java.hprof 

http://docs.oracle.com/javase/jp/7/technotes/guides/visualvm/index.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/visualvm/index.html
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図６ jvisualvm コマンド使用例 - クラスビュー表示 

 

SoftReference を右クリックして「インスタンスビューで表示」を選択します。そうすると図７に示すよう

に、referent フィールドは Pointee を参照していることが分かります。 

 

 

図７ jvisualvm コマンド使用例 – インスタンスビュー表示 
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また、jvisualvm コマンドでは、参照ペインを利用して問題の Referent オブジェクトが何処から参照され

ているのかを知ることができます。どのアプリケーション/ライブラリで使用されているものなのかについ

て調査し、業務アプリの書換えやライブラリの使用を見直すための判断材料に役立てるヒントとなります。 

 

最後に 

 

Reference 系オブジェクトは用途によってはとても便利で、アプリケーションの実装を簡略化できます。

しかし、その反面、Reference 系オブジェクトをむやみに乱用すると、GC に負荷が掛かり性能面で悪影響

となることを説明してきました。通常、性能面での影響が小さい範囲で Reference を使用する分には、問

題ありません。GC に時間が掛かって業務アプリに影響するようであれば、一度 Reference 系オブジェク

トの使用について見直すとよいかもしれません。 
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※付録：今回使用したベンチマーク用プログラム 

 

 

import java.lang.ref.*; 
import java.util.*; 
 
public class ReferenceTest { 
  static final int REF_STRONG = 0; 
  static final int REF_WEAK = 1; 
  static final int REF_SOFT = 2; 
  static final int REF_PHANTOM = 3; 
 
  private static ArrayList<Pointer> pointer_list; 
  private static ArrayList<Reference> reference_list; 
  private static ReferenceQueue<Pointee> queue; 
  private static long start, now; 
  private static int reference_kind = REF_STRONG; 
  private static boolean is_alive = true; 
 

  public static void main(String[] args) { 
    long count = 0;      // オブジェクト参照作成回数 

 
    for (int i=0; i<args.length; i++)  { 
      if (args[i].equals("-strong")) {    // 参照は強参照 

          reference_kind = REF_STRONG; 
      } else if (args[i].equals("-weak")) {    // 参照は弱参照 

          reference_kind = REF_WEAK; 
      } else if (args[i].equals("-soft")) {    // 参照はソフト参照 

          reference_kind = REF_SOFT; 
      } else if (args[i].equals("-phantom")) {   // 参照はファントム参照 

          reference_kind = REF_PHANTOM; 
      } else if (args[i].equals("-dead")) {    // 参照無し 

          reference_kind = REF_STRONG; 
          is_alive = false; 
      } 
    } 
 
    pointer_list = new ArrayList<Pointer>();  // 参照元オブジェクト（強参照）を保持するリスト 

    reference_list = new ArrayList<Reference>();  // 参照元オブジェクト（Reference）を保持するリスト 

    queue = new ReferenceQueue<Pointee>(); 
 
    start = System.currentTimeMillis(); 
    now = start; 
    System.out.println("warming-up");    // 60 秒間のウォーミングアップ 

    while (now - start < 60000) {    // ヒープ領域の使用状態が安定するまで 

      make_reference(0);     // ウォーミングアップする 

      now = System.currentTimeMillis(); 
    } 
 
    start = System.currentTimeMillis(); 
    now = start; 
    System.out.println("start");     // 60 秒間測定する 

    while (now - start < 60000) { 
      count++; 
      make_reference(count); 
      now = System.currentTimeMillis(); 
    } 
 
    System.out.println("period: " + Long.toString(now - start));  // 処理時間を表示 

    System.out.println(" score: " + Long.toString(count));  // 処理回数を表示 

  } 
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  private static void make_reference(long count) { 
    Reference<Pointee> reference;    // 参照元オブジェクト（Reference） 

    Pointer pointer;      // 参照元オブジェクト（強参照） 

    Pointee pointee;      // 参照先オブジェクト 

 
    pointee = new Pointee();     // 参照先オブジェクトの生成 

    pointee.id = count; 
 
    switch (reference_kind) { 
    case REF_STRONG:     // 強参照の場合： 

      pointer = new Pointer();     // 参照元オブジェクトの生成 

      if (is_alive) { 
        pointer.pointee = pointee;    // オブジェクト参照を代入する 

      } 
      pointer_list.add(pointer);     // 参照元オブジェクトを保持する 

      if (pointer_list.size() > 2000000) {    // 参照元オブジェクトが 2000000 以上に達し 

        pointer_list.subList(0, 999999).clear();   // たら OutOfMemoryError の発生を防ぐため

に 

      }       // 1000000 個をリストから取り除く 

      break; 
  
    case REF_WEAK:     // 弱参照の場合： 

      reference = new WeakReference<Pointee>(pointee, queue); // 参照元オブジェクトの生成 

      reference_list.add(reference);    // 参照元オブジェクトを保持する 

      if (reference_list.size() > 2000000) {   // 参照元オブジェクトが 2000000 以上に達し 

        reference_list.subList(0, 999999).clear();   // たら強参照やファントム参照にあわせて 

      }       // 1000000 個をリストから取り除く 

      break; 
    case REF_SOFT:      // ソフト参照の場合： 

      reference = new SoftReference<Pointee>(pointee, queue); // 参照元オブジェクトの生成 

      reference_list.add(reference);    // 参照元オブジェクトを保持する 

      if (reference_list.size() > 2000000) {   // 参照元オブジェクトが 2000000 以上に達し 

        reference_list.subList(0, 999999).clear();   // たら強参照やファントム参照にあわせて 

      }       // 1000000 個をリストから取り除く 

      break; 
    case REF_PHANTOM:     // ファントム参照の場合： 

      reference = new PhantomReference<Pointee>(pointee, queue); // 参照元オブジェクトの生成 

      reference_list.add(reference);    // 参照元オブジェクトを保持する 

      if (reference_list.size() > 2000000) {   // 参照元オブジェクトが 2000000 以上に達し 

        reference_list.subList(0, 999999).clear();   // たら OutOfMemoryError の発生を防ぐため

に  

      }       // 1000000 個をリストから取り除く 

      break; 
    } 
 
    pointer = null; 
    pointee = null; 
    reference = null; 
  } 
 
  private static class Pointer {     // 参照元クラス（強参照） 

    public Pointee pointee; 
  } 
 
  private static class Pointee {     // 参照先クラス 

    long id; 
  } 
 
} 
 


