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あらまし  ハードディスクへのランダムアクセスはボトルネックの大きな原因である．近年，アクセスログから

データマイニングの手法を用いてアクセスパターンを抽出し，キャッシュ管理に利用することが考えられている．

本論文では，TPC-C (DBT-2) によるシステムコールレベルでのアクセスログに対して，シーケンシャルパターンマ

イニングの手法である CloSpan を適用することでアクセスパターンを抽出し，プリフェッチとキャッシュリプレー

スに利用した．提案手法では，ディスクへのシーケンシャルアクセスのパターンをフィルタによりログから取り除

き，ログサイズを小さくすることでシーケンシャルパターンマイニングに掛るオーバーヘッドを小さくする．実験

により，フィルタを行った場合は CloSpan の実行時間を 12%に短縮でき，フィルタを行って抽出したパターンを用

いた場合の方がキャッシュミス率を改善できることを確認できた． 
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Abstract  Random access to hard disks is fatal bottleneck in current computer architecture. Recently, disk access patterns, 
which are extracted from disk access log with data mining techniques, have been considered as useful information for cache 
management. In this paper, we extracted disk access patterns by applying CloSpan, the sequential pattern mining algorithm, 
based on system call level access log. Then we developed a prefetch and cache replacement scheme by using extracted disk 
access patterns. To reduce the size of the access log dataset and the overhead of the sequential pattern mining, our method 
focus on random disk access logs by filtering sequential disk access logs. Our experimental results show that, by filtering 
sequential disk access logs, the run time of CloSpan can be reduced to 12% and the cache miss ratio can be also reduced. 
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1. はじめに  

ストレージシステムのボトルネック問題は古くか

らの研究課題である．ディスク容量は毎年 50%の割合

で向上してきたが，アクセス速度の向上は毎年 8%に

とどまっている [7]．結果として，ディスクドライブの

容量にみあったアクセス速度が得られず，ストレージ

のボトルネックはますます深刻になっている．特にラ

ンダムアクセス速度の遅さは致命的であり，ランダム

アクセスでディスク全体へアクセスするのに必要な時

間は，1992 年のディスクでは１時間だったものが，

2002 年には 80 時間となっている [7]．近年ではマルチ

コア CPU の普及に伴い，ストレージシステムへのアク

セス集中がさらに大きな問題となってきている．マル

チコア CPU 環境では，アプリケーションが真に並列に

動作するため，ストレージへの並列アクセスが多く発

生するからである．特に，今後登場すると予想される

メニーコア CPU 環境といった超並列環境では，アクセ

ス集中の問題はますます大きなものになると予想され

る．ストレージシステムのボトルネック問題は，今後

も大きな研究課題である．  
ボトルネックの伝統的な解決策のひとつに，必要な

データを予測し，あらかじめメモリ上に読み込んでお



 

 

く「プリフェッチ」がある．例えば Linux は，シーケ

ンシャルアクセスに対する先読を行う [2]．シーケンシ

ャルアクセスの場合，アクセスされた直後のデータが

近い将来アクセスされると期待できるため，プリフェ

ッチが容易に行える．  
さて，前述のようなランダムアクセスの問題を考え

た場合，今後はランダムアクセスに対するアクセス高

速化技術の実用化が不可欠と考えられる．ランダムア

クセスの場合も，シーケンシャルアクセスの場合と同

様にプリフェッチ等の高速化が行える．ただし，シー

ケンシャルアクセスのようなヒューリィスティクなア

クセス予測は困難なため，アクセスパターンを抽出す

る必要がある．本論文では特に，ランダムアクセスの

アクセスパターン抽出方法に注目する．  
これまで，ファイル同士の相関やブロック同士の相

関を抽出し，キャッシュ管理に応用する研究が行われ

てきた．その多くは，木構造やグラフを用いてアクセ

ス回数をカウントし，ファイル間の相関を抽出するも

のである [4][6]．ただし，木構造やグラフによるアクセ

スパターンの抽出は，ファイル数やブロック数に対す

るスケーラビリティの面で問題がある [5][9]．そこで，

データマイニングの手法を用いてブロック間の相関を

抽出する研究が行われている [5][9]．例えば [9]では，

ストレージレベルでのアクセスログにシーケンシャル

パターンマイニングを適用することでブロック間の相

関を抽出し，プリフェッチやディスクレイアウトに応

用することに成功している．ただし，ストレージレベ

ルでは，OS が物理メモリ上に持つディスクキャッシュ

にヒットしたアクセスを取得できない．  
本論文では，システムコールレベルで取得したアク

セスログに対してシーケンシャルパターンマイニング

手法を適用し，アクセスパターンを抽出した．システ

ムコールレベルであれば，ディスクキャッシュにヒッ

トするアクセスであってもログに記録することができ，

情報の損失がない．また，[9]では，ディスクへのシー

ケンシャルアクセスのパターンも抽出している．しか

し，シーケンシャルアクセスはヒューリィスティクな

予測が容易であり，データマイニング手法を用いて抽

出するルールとしては適切でない．そこで本論文では，

シーケンシャルアクセスのログをフィルタすることで，

ログのサイズを小さくし，シーケンシャルパターンマ

イニングに掛るオーバーヘッドを小さくした．また，

フィルタを行わないログよりも，フィルタを行ったロ

グから抽出した相関ルールを用いた方が，性能向上が

行えることをトレースドリブンなシミュレーションに

より示す．  
以下，2.で関連研究について述べる．3.においてロ

グ取得方法の検討を行い， 4で提案手法を述べる． 5.

において評価を行い，6.でまとめを行う．  
 

2. 関連研究  
プリフェッチの伝統的な方法としてヒント付きプ

リフェッチがある．これは，アプリケーション内で利

用されているデータ構造などの知識を用いて，アプリ

ケーション側からストレージシステムへヒントを送る

ものである．ただし，ヒントを送るためにはアプリケ

ーションの修正が必要であり，アプリケーション作成

者の負担になる．そこで，アプリケーションの種類を

仮定して，コンパイラの補助により自動でプリフェッ

チ命令を挿入する研究がある [1]．  
一方，ヒントを用いずに，ファイルアクセスのパタ

ーンから自動的にストレージ内の相関性を抽出し，ス

トレージの高性能化に利用する研究が行われている

[3][4][5][6][9]．ストレージシステム内の相関性は，フ

ァ イ ル 相 関 (File Correlation) と ブ ロ ッ ク 相 関 (Block 
Correlation)の２種類に分けられる．ファイル相関とは

ファイル同士の関係性のことである．例えば，ある

HTML がアクセスされた場合，その HTML からリンク

されている画像がアクセスされる可能性が高いことを

考えると，HTML ファイルとリンクされている画像フ

ァイルは強い相関があるといえる．  
ファイル相関が分かれば，キャッシュ管理に応用す

ることが可能である．これまでファイル相関の抽出に

は木構造やグラフが用いられてきた [4][6]．例えば，重

み付き確率グラフを用いてファイルの相関性を抽出し，

プリフェッチを行うことで性能向上が可能である [4]．
しかし，木構造やグラフによるアクセスパターンの抽

出は，ファイル数に対するスケーラビリティの面で問

題視されている [5][9]．  
ブロック相関は，特にディスク上のセクタ同士の相

関を指す．しかし，ブロック数は膨大であるため，木

構造やグラフを用いた方法ではオーバーヘッドが大き

いとされている [5][9]．そこで，データマイニングの手

法を用いて相関を抽出する研究が行われている [9]．[9]
はストレージレベルでのアクセスログにシーケンシャ

ルパターンマイニングを適用し，ブロック間の関連を

抽出することに成功している．ただし，[9]ではディス

クに対するシーケンシャルアクセスのパターンも抽出

している．シーケンシャルアクセスはアクセス予測が

容易であり，抽出するルールとしては適切ではない．

また，ストレージレベルでは，OS が物理メモリ上に持

つディスクキャッシュにヒットした場合，アクセスロ

グを取得することができない．  
本論文の対象は，オペレーティングシステム内で取

得できるログからアクセスパターンを抽出し，ディス

クアクセスを高速化することである． [9]とは異なり，



 

 

システムコールレベルのログからアクセスパターンを

抽出する．システムコールレベルであれば，ディスク

キャッシュにヒットするアクセスであってもログに記

録することができ，情報の損失がない．また本論文で

は，シーケンシャルアクセスのログをフィルタするこ

とで，ログのサイズを小さくし，シーケンシャルパタ

ーンマイニングに掛るオーバーヘッドを小さくした．  
 

3. ログ取得方法の検討  
ファイルアクセスのログを取得する際に検討する

べきことは，どのアーキテクチャレベルのログを用い

るかということである．本論文では評価に Linux を用

いるため，以下では Linux を例に述べるが，他の多く

の OS にも同等の事がいえる．  

3.1. トレースログを取得するアーキテクチャ層  
図  1は Linux におけるファイルシステムのアーキテ

クチャの概要図である．  
アプリケーションからファイルの読み込みがリク

エストされると，Linux は物理メモリ上にキャッシュ

されているか確認し，キャッシュされていない場合は

ファイルシステムに対して読み込みリクエストを行う．

そして，ファイルシステムはデータがディスク上のど

のブロックに格納されているか確認する．その後，I/O
スケジューラを介してデバイスドライバに読み込みリ

クエストが発行される．そして，デバイスドライバは

ディスクコントローラに対してリクエストを発行する．

以降はハードウェアの領域である．  
ここで，アクセスログを取得するアーキテクチャ層

として，以下の４通りを考える．  
 

 
(1) システムコールレベル  
(2) ファイルシステムレベル  
(3) デバイスドライバレベル  
(4) ハードウェアレベル  

 
Linux が物理メモリ上に持つディスクキャッシュにヒ

ットした場合，上記の (2)～ (4)のレベルからはアクセス

ログが取得できないというデメリットがある．本論文

が対象とするのは，(1)システムコールレベルのログで

ある．次節より，(2)～ (4)の各レベルにおけるログの性

質について述べ， (1)については3.1.4で説明する．  

3.1.1. ファイルシステムレベルでのログ  
ディスクキャッシュにヒットしなかった場合や，更

新されたデータを書き込む際には，ファイルシステム

に対して要求が発行される．ファイルシステムの主な

役割は，ファイル上のオフセットとストレージのセク

タ番号の対応付けを行うことである．従って，ファイ

ルシステムレベルでは，ファイルとセクタのマッピン

グ情報も取得できる．一方で，ディスクキャッシュに

ヒットした場合はアクセスログが記録できない．  
ファイルの断片化により，ファイル上の連続領域で

あっても，ディスク上では連続領域でない場合がある．

このようなファイルの断片化はランダムアクセスの大

きな原因である．マッピング情報を活用することで，

断片化が原因のランダムアクセスに対する高速化が可

能と考えられる．マッピング情報の活用は今後の課題

である．  

3.1.2. デバイスドライバレベルでのログ  
ファイルシステムがセクタ番号へのマッピングを

行ったあと，デバイスドライバへのリクエストが行わ

れる．デバイスドライバへのリクエストはセクタ番号

と読み書きの種別で行われる．従って，デバイスドラ

イバレベルからは，セクタ番号に対するアクセスログ

が取得できる．なお，ファイルシステムレベルと同様

に，ディスクキャッシュにヒットしたアクセス情報は

失われている．  

3.1.3. ハードウェアレベルでのログ  
ハードウェアレベルからは，アクセスログに加えて，

データのディスク上での記録位置や，ディスクの回転

角，ヘッドの位置といった情報が取得可能である．従

って，ディスクの回転角やヘッドの位置を考慮した高

速化も可能である．本論文が対象とするのはオペレー

ティングシステム内で取得可能なログを用いた，オペ

レーティングシステム内での高速化方法の検討である．

従って，ハードウェアレベルでのログ取得は対象とし

ない．  
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HDD FDD

FATExt3
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図  1: Linux のファイルシステムアーキテクチャ  
 



 

 

3.1.4. 本論文の対象とするログ  
本論文ではシステムコールレベルでのアクセスロ

グを利用する．アプリケーションは一般に “read”とい

ったシステムコールによりファイルへのアクセスを行

う．ファイルへのアクセスは必ずシステムコールを通

るため，システムコールレベルでログを採取すれば全

てのアクセスを記録することができる．  
ハードウェアレベルといったアーキテクチャの下

位層では，物理メモリ上のディスクキャッシュにミス

したアクセスのみ記録できる，また，書き込みは物理

メモリ上のキャッシュに溜められた後まとめて実行さ

れるため，下位層から取得できる書き込みリクエスト

のログは，アプリケーションのアクセス順とは限らな

い．以上のことから，アーキテクチャの下位層のログ

からは誤った相関が得られる可能性がある．  
システムコールレベルでは，ディスクキャッシュに

ヒットするアクセスも記録でき，アプリケーションか

らのアクセス順序で記録できるため，情報の欠落がな

い．ただし，ディスクキャッシュにヒットする情報も

含めてすべてのアクセスを記録すると，アクセスログ

が大量になるという問題がある．そこで我々は，シー

ケンシャルアクセスをフィルタすることで，ログサイ

ズを少なくすることにした．ランダムアクセスのみの

ログを扱うことで，ログ記録とルール抽出に関わるオ

ーバーヘッドを小さくできる．  
なお，システムコールレベルのログは，ファイル名，

ないしは i-node 番号とオフセットでの記録になるため，

断片化に対応できないという問題がある．この問題を

解決するために，ファイルシステムからマッピング情

報を取得することが考えられる．これは，今後の課題

である．  
 

4. 提案手法  
本節では提案手法について述べる．提案手法ではま

ず，システムコールレベルで記録したトレースログに

対して，シーケンシャルアクセスのログを取り除くフ

ィルタを行う．そして，フィルタ後のログに対してシ

ーケンシャルパターンマイニングのアルゴリズムであ

る CloSpan[8]を適用し，頻出シーケンスを抽出する．

そして，頻出シーケンスから相関ルールを生成し，プ

リフェッチに利用する．また，キャッシュリプレース

方式として相関リオーダを提案する．  

4.1. トレースログに対するフィルタ 
本論文ではシステムコールレベルでのアクセスロ

グを利用する．ディスクキャッシュにヒットするアク

セスも記録できるため，情報の欠落がないと考えられ

る．その一方で，アクセスログが大量になる可能性が

ある．そこで我々は，ランダムアクセスパターンが高

速化において重要という観点から，シーケンシャルア

クセスのログをフィルタすることにした．  
ここで，我々が考えるランダムアクセスとは，次の

2 点である．  
♦ １つのファイルをアクセスしている 中に，ア

クセス位置 (オフセット )が変わったとき．  
♦ あるファイルから，別のファイルへアクセスが

移ったとき．  
この観点からランダムアクセスを記録するため，リ

スト  1に示した方法でログを記録し，シーケンシャル

アクセスをフィルタする．すなわち，前回のアクセス

と別のファイルがアクセスされたか，前回のアクセス

と隣接していないオフセットがアクセスされた場合に

ログを記録する．こうして記録されたアクセスログに

対してシーケンシャルパターンマイニングを行う．  

4.2. シーケンシャルパターンアルゴリズムの適用  
本節では，記録したアクセスログに対してシーケン

シャルパターンマイニングの手法を適用する方法につ

いて述べる．同様の内容は [9]で詳しく議論されている． 

4.2.1. 相関ルールと頻出シーケンス  
相関ルール抽出はデータマイニング手法のひとつ

である．例えば，あるイベント A と B が共起する確率

が高いならば， A と B は強い相関があるといえる．相

関ルール抽出は，このような相関 BA → を抽出するこ

とである．  
相関ルールはストレージシステムに当てはめるこ

とが可能である．あるデータ A がアクセスされた直後

に B がアクセスされる可能性が高いなら， BA → とい

う相関ルールがアクセスログから抽出できる．また，

逆に BA → という相関ルールが存在するならば， A が

アクセスされた直後に B がアクセスされると予想で

きる．従って，相関ルールを用いることで，プリフェ

ッチ等が可能となる．  
ただし，ストレージのアクセスパターンはアクセス

順序に依存する．従って，シーケンスの順序を考慮す

ることが可能な，シーケンシャルパターンマイニング

のアルゴリズムを適用する．シーケンシャルパターン

AccessLogger (i-node 番号 , オフセット ) { 
if (i-node 番号が前回のアクセスと異なる  OR 

オフセットが前回のアクセスと隣接していない  ) { 
アクセスログに記録する．  

} 
else { 

アクセスログに記録しない．  
} 

} 

リスト  1．アクセスログのフィルタ方法  



 

 

マイニングは，与えられたシーケンシャルデータベー

ス（ D とする）から，与えられた 小サポート値以上

の回数出現するシーケンスを抽出する手法である．例

えば，  
},,,{ ><><><><= ABCADEFGBADBCABCD  

とし， 小サポート値が 3 と設定された場合，  

}3:,3:,3:,4:
,3:,4:,4:{

><><><><
><><><

ABCBCACAB
CBA  

が抽出される．ここで整数はサポート値である．本論

文では，[9]でもアルゴリズムの基礎として利用されて

いる，CloSpan[8]を用いた．CloSpan は Closed Frequent 
Sequence を 抽 出 す る ア ル ゴ リ ズ ム で あ る ． Closed 
Frequent Sequence とは，Frequent Sequence 集合の中で，

当該 Closed Frequent Sequence のスーパーシーケンス

のサポート値と異なる Frequent Sequence を指す．  
例えば上記の D を対象として， 小サポート値を 3

と設定 した場 合， 3:>< AC が抽 出され ている が ，

3:>< ABC というパターンに， 3:>< AC が含まれてい

ると考えることができる．よって 3:>< AC は抽出する

必要がない．データセット D を対象とした場合，

CloSpan の ア ウ ト プ ッ ト で あ る Closed Frequent 
Sequence 集合は，  

}3:,4:{ ><>< ABCAB  

である．  

4.2.2. シーケンシャルパターンマイニングの  
アクセスログへの適用  

本論文が扱うアクセスログは単一の時系列データ

である一方，CloSpan はシーケンスデータベースに対

するアルゴリズムである．そこで，アクセスログを適

当な間隔でカットし，シーケンスデータベースを生成

する必要がある．しかし， [9]でも議論されているが，

ログをカットすることにより，カットされたトランザ

クション間にまたがるアクセスパターンが失われると

いう問題がある．ただし，カットの間隔が広いなら情

報の損失は少ない [9]．従って本論文では [9]と同様に，

カットウィンドウをオーバーラップさせない方法を採

用した．アクセスログのカット方法によるルールへの

影響は今後の検討課題である．  

4.2.3. 相関アクセスルールの生成  
抽出された頻出シーケンスパターンのそれぞれか

ら，異なるアイテムを組み合わせて相関ルールを生成

する．本論文では相関ルールとして，ルールの左辺と

右辺のアイテムが１つである BA → の相関ルールの

みを生成する．例えば，  
>=< ACBBAS ,,,,  

という頻出シーケンスからは  
},,,,{ ACABCBCABA →→→→→  

というルールを抽出する． BB → といったルールは時

間的局所性を表すが，本論文の目的ではないので生成

しない．以下では，x を左辺にもつ相関ルールの右辺 y
の集合を  

}|{)( yxyxCorrelate →=  

であらわす．  

4.3. 相関プリフェッチ 
抽出された相関ルールはプリフェッチに利用する

ことが考えられる [9]．本論文における相関プリフェッ

チの実験においては， A がアクセスされた場合に

)(ACorrelate をプリフェッチする．  

ただし，プリフェッチはドライブの負荷を高める上，

予測に失敗するとキャッシュ領域が無駄になるといっ

たオーバーヘッドの問題がある．特に，ランダムアク

セスに対するプリフェッチはよりコストが高いと考え

られる．そこで，本論文では，キャッシュリプレース

アルゴリズムとして，次節で説明する相関リオーダを

提案する．  

4.4. 相関リオーダ 
現在，キャッシュリプレース方式としては LRU が用

いられるのが一般である．本研究では，LRU の改良方

式として相関リオーダを提案する．相関リオーダは，

抽出した相関ルールに基づいて，キャッシュを LRU リ

ストの末尾に移動させることである．すなわち， A が

アクセスされた場合に，  
})( |{ リストLRUIACorrlateIIS ∈∈= I  

なるアイテム集合 S を LRU リストの末尾に移動させ

る．この動作は LRU リストの繋ぎ換えであるため，ほ

ぼ定数オーダーで行え，ストレージへの負荷が増すこ

とはないと考えられる．  
 

5. 評価  
本論文ではアクセスログを用いてシミュレーショ

ンによる評価を行った．アクセスログを記録するワー

ク ロ ー ド に は TPC-C[11] の フ リ ー 実 装 で あ る

DBT-2[10]を用いた．アクセスログの前半を用いてルー

ルを抽出し，アクセスログの後半でシミュレーション

を行った．  

5.1. 評価に使用するデータ 
本論文では，評価のためのアクセスログを取得する

ワークロードとして TPC-C[11]のフリーの実装である

DBT-2[10]を用いた．ベンチマークに用いるデータベー

スソフトとして，PostgreSQL 8.2.0 を用いた．  
記録したワークロードの概要を表  3に示す．TPC-C

は卸売り会社のワークロードをシミュレーションする．

負荷はウェアハウスの数とデータベースへの接続数に

より決まる．ここでは，ウェアハウス数を 50，接続数

を 5 として，2 時間のワークロードを実行した．その

結果，約 2081 万回のアクセスがあった．なおここでは，



 

 

次節のフィルタ効果の評価を行うために，シーケンシ

ャルアクセスも含み全ログを記録した．  

5.2. フィルタの効果  
記録したアクセスログの前半部分，約 1041 万アク

セスからルールを抽出した．4.1で説明したフィルタの

効果を確認するために，フィルタなしのログを用意し

た．フィルタによるアクセスログの変化を表  4に示す． 
まず，前半部分のアクセスログから，4.1で説明した

方法に基づいてフィルタを行った．その結果，抽出さ

れたログは約 460 万アクセスとなった．このフィルタ

後のログから，50 アクセスを１つのシーケンスとして

区切り，約 9 万シーケンスのアクセスパターン抽出用

のテーブルを作成した．比較のために，フィルタ前の

1041 万アクセスのログから，50 アクセスを１つのシー

ケンスとして区切り，約 21 万シーケンスのテーブルを

作成した．  
フィルタなしのログと，フィルタありのログに対し

て CloSpan を 小サポート値 45 で適用した．その結果，

抽出された Closed Frequent Sequence 数は，表  5に示す

とおり，フィルタなしの場合の約 22 万 7 千に対して，

フィルタありの場合は約 3 万 3 千であった．表  6の環

境における CloSpan の実行時間と使用メモリは，フィ

ルタなしの場合が 3565 秒及び 44.40MB であり，フィ

ルタありの場合は 445 秒及び 13.58MB であった．また，

抽出された Closed Frequent Sequence から4.2.3で説明

した方法に基づいてルールを生成したところ，フィル

タなしの場合の 19450 ルールに対し，フィルタありの

場合は 11083 ルールとなった (図  2)．  
フィルタによるシーケンス数の減少により，フィル

タを行った方がより少ない時間とメモリで処理が行え

ていることが分かる．一方で，フィルタありの場合に

抽出されたルール数は，フィルタなしの場合の 57%と
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図  2．フィルタによる相関ルール数の比較  

 
 

表  1．キャッシュミス率の変化  
キャッシュミス率  (%) 

 フィルタ  
なし  

フィルタ  
あり  

シーケンシャル  
プリフェッチのみ  

32.57 

+相関リオーダ  32.01 31.91 
+相関プリフェッチ  31.47 31.32 

+相関リオーダ  
+相関プリフェッチ  

31.42 31.22 
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表 2．キャッシュミス率の変化

表  3．記録したワークロード  
データベースソフト PostgreSQL 

バージョン  8.2.0 
ベンチマークソフト DBT-2 0.40 

ウェアハウス数  50 
接続数  5 

テスト時間  7200 秒  
アクセス数  20818239 

 

表  4．フィルタによるアクセスログの変化  
 フィルタなし  フィルタあり

アクセス数  10409119 4595784
トランザクション数  208183 91916

 

表  5．フィルタによる CloSpan 処理の変化  

 フィルタ  
なし  

フィルタ

あり  
処理時間  [秒 ] 3565 445

使用メモリ  [MB] 44.40 13.58
Closed Frequent Sequence 数  226943 32500

抽出ルール数  19450 11083
 

表  6．CloSpan 実行環境  
CPU Intel Xeon 5110 ×2 

Memory DDR2 533 16GB 

OS Linux 2.6.9-5.EL (x86_64 smp) 
(Red Hat Enterprise Linux WS Release 4)

 



 

 

なった．次節において，このルール数の減少が性能に

どのような影響を与えるか評価する．  

5.3. シミュレーションによる評価  
本論文では，記録したログの後半に対し，抽出した

ルールを用いてトレースドリブンなシミュレーション

による評価を行い，キャッシュミス率を比較した．キ

ャッシュ容量は 256MB とした．  
結果を表  1と表  2に示す．実験結果によると，相関

リオーダよりも相関プリフェッチの効果の方が高いこ

とが分かる．相関リオーダは LRU リスト内のみの並び

替えであるから当然の結果といえる．ただし，相関リ

オーダのみでも，フィルタありの場合に 0.66%の改善

が見られる．特に，相関リオーダで並び変えているデ

ータはランダムアクセスされるデータであるから，こ

のキャッシュミス率の改善によるレスポンスタイム減

少の効果は大きいものと考えられる．また，フィルタ

の適用に関わらず，相関リオーダと相関プリフェッチ

を同時に利用した場合が も性能がよくなった．  
注目するべきことは，いずれの場合もフィルタを利

用した方がキャッシュミス率の改善がみられたことで

ある．フィルタを利用しなかった場合は， 大 1.15%
の改善がみられた．一方，フィルタを施して抽出した

ルールを用いて相関リオーダと相関プリフェッチの両

方を行ったところ， 大で 1.35%の改善がみられた．  
以上の結果から，あらかじめログをフィルタするこ

とで，シーケンシャルパターンマイニングによるルー

ル抽出のオーバーヘッドを小さくでき，さらにフィル

タなしの場合よりも少ないルールで効率良く性能の改

善を図れることが分かる．  
 

6. おわりに  
サーバ環境のみでなく，パーソナル・コンピュータ

環境においても，ストレージのボトルネックが問題と

なってきていることは疑う余地がない．今後はソフト

ウェア技術を活用した，より「賢い」ストレージシス

テムが求められている．  
本論文では，システムコールレベルでのトレースロ

グに対し，シーケンシャルパターンマイニングを用い

てアクセスパターンを抽出した．シーケンシャルアク

セスのパターンをログから取り除き，ログのサイズを

小さくすることで，シーケンシャルパターンマイニン

グアルゴリズムである CloSpan の実行時間を 12%に短

縮することができた．また，抽出した相関ルールをフ

ァイルアクセスのプリフェッチとキャッシュリプレー

スに適用した場合の性能についてシミュレーションで

評価した．その結果，TPC-C によるトレースログでは，

大で 1.35%のヒット率の改善がみられた．また，フ

ィルタを用いた方が，フィルタなしの場合よりも少な

いルールで効率良く性能の改善を図れることが分かっ

た．  
本論文はキャッシュミス率のみの評価になってお

り，レスポンスタイムが考慮されていない．より現実

に即した評価を行うためにも，実際に Linux に実装し，

実機による評価を行う予定である．  
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