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利用者の求める情報を事前にキャッシュする 
予測型データキャッシュ方式の提案 
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あらまし  モバイル端末におけるデータの事前キャッシュ方式を提案する．現在，モバイル端末で管理されてい

る情報をサーバで管理するコンシューマ向けサービスが増えつつある．これは，モバイル端末の紛失時に個人情報

が失われることや，個人情報の流出を防ぐことを目的としている．一方，外出先での業務に携帯電話を利用したい

という要望もある．携帯電話を業務で利用する場合においても同様に，携帯電話の紛失による企業情報の流出とい

う問題がある．こうしたことから，携帯電話やモバイル端末をシンクライアント的に利用することが求められてい

る．モバイル端末をシンクライアントとして使う状況では，必要なデータをサーバから取得する必要があり，通信

時の待ち時間が問題となる．また，モバイル端末では地下や屋内では通信が安定せず，利用者はデータ通信時に長

い時間待つ必要がある．筆者らは端末利用者がアクセスしたデータをもとに利用者が次に必要とするデータを予測

し端末に事前にキャッシュする手法を提案し，これらの問題を軽減する． 
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Abstract  The authors propose prediction pre-fetch cache method for mobile devices. Recently, mobile services which 
manage information on mobile terminals by server are increased. These services aim to lost and prevent outflow private 
personal information, when a mobile terminal is lost. On the other hand, using a cellular phone as a business terminal at out of 
the office is desired. In a cellular phone on business, when a cellular phone is lost, company information flows. Therefore, 
many company request to be able to use a cellular phone as a thin client. In such situation, communication of servers and 
clients take long time, because necessary information is downloaded from the server every time when clients request. In 
addition, users have to wait long time until receptions of packets are completed because wireless connection is unstable at 
underground and indoor. To reduce this problem, authors propose prediction pre-fetch methods which cache next necessary 
records by user accessed records. 
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1. はじめに  

現在，携帯電話は多くの機能を持ち，さまざまなア

プリケーションを実行できる．また，携帯電話はネッ

トーワークに接続する機能も持ち，通話だけではなく

インターネットに接続するための端末としても利用さ

れている．そのため，携帯電話で扱うデータ量，デー

タの種類ともに増加しつつある．現在の携帯電話では

アドレス帳をはじめ多くの情報は携帯電話内に記録さ

れている．しかし，端末の記憶領域には限りがあるた

め，アプリケーションやサービスで用いるすべてのデ

ータを携帯端末に格納することは今後，難しくなると

考えられる．また，情報を共有する場合や Web サービ

スを用いてデータを取得するといった場合には，デー

タをサーバで管理する必要がある．  
その一方で外出先での業務に携帯端末を利用した

いという要望もある．業務のアプリケーションでは，



 

 

サーバで管理されている社員名簿や帳票，業務のメー

ル，予定表を端末で参照することになる．これらのデ

ータは容量も大きいため，すべてのデータを端末にダ

ウンロードすることは現実的ではない．また，すべて

のデータをダウンロードした場合には，端末を紛失し

た場合に情報が漏えいしてしまう問題もある．従って，

必要なデータのみを端末にダウンロードする仕組みが

必要となる．  
必要なデータをサーバと通信し取得する場合，現在

の携帯端末は通信速度が遅く，サーバからデータを取

得するために時間がかかる．そのため利用者は通信が

終わるまで待つ必要があり，アプリケーションが快適

に動作しない問題がある．この問題を解決するため，

筆者らは端末で扱う情報を効率よく管理するための

「携帯電話などのリソースの限られた端末を対象とし

た情報管理基盤」 (以下，端末情報管理基盤 )を構築し

た．端末情報管理基盤では端末で必要となるデータを

適切にキャッシュすることで，利用者の通信待ち時間

を減らす．加えて，端末情報管理基盤で用いられるキ

ャッシュは単に端末のアプリケーションから要求され

たデータをキャッシュするだけではなく，利用者のデ

ータアクセス状況や利用者がアクセスしたデータの内

容から，次に必要となるデータを予測しキャッシュす

る．  
本稿では端末情報管理基盤にて用いるキャッシュ

方式，すなわち利用者が必要とするデータを予測し，

あらかじめキャッシュする方式を提案し，その性能を

評価する．  
 

2. 端末情報管理基盤  
端末情報管理基盤では端末にデータを格納せず，デ

ータをサーバで管理しておき，必要に応じてサーバの

データを参照する．端末情報管理基盤の構成を図 1 に

示す．端末情報管理基盤はクライアントのキャッシュ

データを管理するクライアントデータ管理基盤，端末

にデータをキャッシュしておくキャッシュ，サーバの

データを管理し，端末からのデータ要求時にどのデー

タが次に必要となるかを決定するサーバ側データ管理

基盤，端末のキャッシュにどのデータが格納されてい

るかを記録するマッピングテーブル，データの実体が

格納されている外部データベースからなる．  
サーバ側のデータ管理基盤は外部データベースと

端末内のキャッシュとを同期する機能も持つ．端末内

のデータが編集された場合においても，データ管理基

盤によりサーバ側の外部データベースに変更内容が反

映される．加えて，端末情報管理基盤ではアプリケー

ションからアクセスしたデータをキャッシュとして持

つだけではなく，端末利用者の端末利用状況やアクセ

スしたデータの内容から，必要なデータを予測し端末

に送信し事前にキャッシュする．どのデータを事前に

キャッシュするかはサーバ側のデータ管理基盤により

決定される．データ管理基盤におけるキャッシュ方式

の詳細は 3 章において述べる．  
 

 
図 1 端末情報管理基盤の構成  

 
端末側のデータ管理基盤は端末にキャッシュされ

たキャッシュデータを管理する．本システムのキャッ

シュは ID をキーにしてキャッシュを管理する構造に

なっているが，ID だけではなく，検索条件式に一致す

るキャッシュレコードがあるかを検索する機能も持つ．

また，サーバ側の外部データベースは一般的な RDBＭ

S を用いているが RDBMS 以外のデータベースである

LDAP や POP， IMAP サーバにも接続できる構造を持

つ．端末情報管理基盤の処理の流れを以下に述べる．  
 
1. 携帯端末のアプリケーションがレコード (R)へ

のアクセスを要求する．  
2. 携帯端末のデータ管理基盤は R が端末にキャッ

シュされているか調べる．R がキャッシュされ

ていれば R の内容を携帯端末のアプリケーショ

ンに渡す．このとき，携帯端末とサーバとが通

信可能な場合，サーバに対して R にアクセスし

たことに対する予測レコードを要求する．  
3. R がキャッシュされていない場合，すなわちキ

ャッシュに対してミスヒットが起きた場合，サ

ーバに対し R を要求するクエリを送信する．   
4. 携帯端末からの検索要求をサーバが受け取る

と，サーバのデータ管理基盤は外部データベー

スを検索し検索結果を取得する．   
5. サーバ側のデータ管理基盤は端末からの検索

要求をもとに次にどのレコードが必要かを予
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測し，必要となるレコードを外部データベース

から取得する．  
6. サーバ側のデータ管理基盤は端末から要求さ

れたレコード R と予測したレコードを合わせて

端末に送信する．この際，サーバ側のマッピン

グテーブルを参照し，すでに端末にキャッシュ

されているレコードは送信しない．また，端末

のキャッシュに R がヒットした場合は予測した

レコードのみを返す．なお，予測したレコード

はアプリケーションのバックグラウンドで送

受信される．  
7. 携帯端末のデータ管理基盤はサーバから受信

したレコードをキャッシュ管理構造に投入し

キャッシュする．レコードの投入によりキャッ

シュがあふれた場合はキャッシュから取り除

かれたレコードの ID をサーバに送信し，サー

バのマッピングテーブルを更新する．  
 
上述の処理により，端末情報管理基盤はサーバに保

存されているデータの中から必要なデータを端末に適

切にキャッシュできる．  
 

3. 端末情報管理基盤におけるキャッシュ方式  
前章にて述べたとおり，端末情報管理基盤では端末

アプリケーションが要求したデータをキャッシュする

方式と，利用者の操作履歴や利用したデータの内容を

もとに次に必要となるデータを予測しあらかじめキャ

ッシュする方式を組み合わせ，通信待ち時間の低減や

回線切断時にもデータの閲覧ができる仕組みを持つ．  
データのキャッシュ方式に関する研究としては，

Least Recently Used(LRU)方式や LRU 方式を改良した

LRU-K[1]が提案されている．また，データの関連性を

求める研究としては，予定表データに着目し，キーワ

ードからデータの関連性を求め事前キャッシュする手

法 [2]やデータの同時アクセス性に着目した方式 [3]，デ
ータマイニングを用いた手法が提案されている．また，

ウェブページを対象にした事前キャッシュ方式の研究

としては，ハイパーリンクを用いてデータの関連性を

求める手法やページの内容から関係するページを求め

る手法，検索条件をもとに関係するページを求める方

式が提案されている [4]．また，モバイル環境における

予測キャッシュ方式として事前に必要となるウェブペ

ージを予測してキャッシュする方式 [6]やストリーミ

ングデータのプリフェッチ方式 [7][8]が提案されてい

る．  
端末情報管理基盤では利用者の操作履歴やアクセ

スしたデータから必要となるデータを予測する方式と

して，アクセスしたレコードの内容から関係の深いレ

コードをキャッシュする方式，レコードへのアクセス

時間を記録しアクセス頻度の高いものをキャッシュす

る方式，レコード中の時間的な属性を持つフィールド

に着目し重要度の高いレコードをキャッシュする方式

の 3 つの方式を用いて必要となるデータを予測する．  
 

3.1. レコード間の関係を用いたキャッシュ方式  
レコードの内容から関係するレコードを求める方

式では，あるレコードにアクセスした際にレコードの

フィールドの内容を参照し関係のあるデータを探す．

関連性の高いレコードは次に使われる可能性が高いと

みなし，端末に送信し事前にキャッシュする．  
本方式では，レコードの関係を定義するルールテー

ブルを用いて関係するレコードを求める．ルールテー

ブルの例を表 1 に示す．ルールテーブルは複数のルー

ルから成り，ルールは重要度，関連元テーブル，関連

元フィールド，演算の種類，関連先テーブル，関連先

フィールドを持つ．関連元テーブル，関連先テーブル

にはテーブル名を記述する．テーブルは電子メール，

アドレス帳，予定データといったデータの種類ごとに

用意されている．関連元フィールド，関連先フィール

ドには関連付けされるフィールド名を記述する．また，

演算の種類にはフィールドの関係がどのような演算で

結びつくかを記述する．重要度は定義されたルールが

どの程度重要かを表した数値である．以下ルールを用

いた処理の手順を述べる．  
1. 利用者がレコード（T）にアクセスした際，テ

ーブル名 (TN)を取得し，ルールの関連元テーブ

ルの値が TN と一致するルールを探す．これを

R とする．  
2. R の重要度の高いものから順にルールを選択し ,

その関連元フィールドに記述されているフィ

ールド名の値 (V)を T から取得する．  
3. R の関連先テーブル (Dt)，関連先フィールド (Df)，

演算 (Op)を参照し，Dt のフィールド Df の値と

V とが Op を満たすレコード (Rr)を探す．この処

理は SQL では  
select * from (Dt) where (Df) Op (V) となる．  

4. Rr を端末に送信し，キャッシュする．Rr の件

数が多い場合，1 つのルールでキャッシュする

レコード数の上限があらかじめ定められてお

り，上限を超えたレコードは端末に送信されな

い．  
5. すべての R について 2 から 4 の処理を実行する．

なお，一回のレコードアクセスで端末に送信す

るレコード数の上限が定められており，送信す

るレコード数が上限を超える場合はその時点

で処理を終了する．   



 

 

 
具体的に電子メールの場合では，ある受信メールに

アクセスした場合，ルールテーブルの関連元テーブル

が受信メールであるものを探す．ルールテーブルが表

1 である場合，1 から 3 行目と 5 から 7 行目のルールが

用いられる．この中で最も優先度の高い 1 行目のルー

ルを最初に選択し，アクセスしたメールの Message-ID
と受信メールの References が一致するメールを検索し，

該当するメールを端末に送信する．  
 

表 1 ルールテーブルの例  

 

 

3.2. アクセス頻度を用いたキャッシュ方式  
レコードのアクセス頻度を用いる方式はレコード

へのアクセスログを記録しておき，アクセスログから

レコードへのアクセス頻度を求め，アクセス頻度の高

いレコードをキャッシュする方式である．レコードの

アクセス頻度は以下の手順で求める．  

 
図 2 アクセス頻度の計算方法  

 
1. アクセス頻度を求める期間（D）とタイムアウト

時間（T）を定義する．ただし，D>>T とする．あ

るレコードに対し，レコードのアクセスログを参

照し，現在から過去 D までのレコードに対するア

クセスをすべて求める．  
2. アクセスカウントを 0 にする．また着目するアク

セス時間 (TA)を現在の時刻とする．  
3. TA から TA の一つ前のアクセス時間 (TP)までの期

間 (TA-TP)を求め，その期間が閾値 (T)よりも長い

か判定する．  
4. TA-TP が閾値 (T)よりも小さければアクセスカウ

ントを 1 つ増やす．また，TA を TP に更新する． 
5. TA-TP が閾値 (T)よりも大きい場合は処理を中断

し 7 に移る．  
6. 3 から 5 の処理を繰り返す．  
7. すべてのレコードに対し 2 から 6 の処理をしてア

クセスカウントを求める．  
8. アクセスカウントの大きいものから順に k 件のレ

コードをクライアントに送信する．k は一回のレ

コードアクセスで端末に送信するレコード数の

上限である．  
 

3.3. 時刻のフィールドを用いたキャッシュ方式  
メールや予定といった情報は一般的に過去のもの

や遠い未来のものは参照されにくい．このことは業務

で用いられる帳票などでも同様であると考えられる．

図 3 は予定を例に予定の時刻と重要度の関係を図示し

たものである．予定を扱う場合，利用者は今日の予定

や明日の予定を参照することが多い．一方，一年前の

予定や 3 ヶ月後の予定といった遠い過去や未来の予定

を参照することは少ない．こうしたことから，あるデ

ータが存在する場合，そのデータがいつ必要とされる

かを求め，データが必要とされる時間にあらかじめキ

ャッシュしておくことで通信の回数を減らすことがで

きる．  
 

 
図 3 予定表における時間的な重要度  

 
本方式では，テーブルの時間的要素をもつ項目の一

つに着目する．また，そのデータがどの時点で重要と

なるかを示す基準時間を定義する．具体的には，電子

メールの場合には受信日時に着目し，基準時間は現在

の時刻となる．予定の場合には予定の開始時間に着目

し，基準時間は現在の時刻となる．また，業務で用い

られる帳票の場合は帳票が登録された時間や変更され

た時間に着目し，基準時間は現在から最も近い過去の

月末や期末になる．業務で使われる帳票の基準時間は

業務の性質や運用方法により違ったものになると考え

られる．時間情報をもとに利用される可能性のあるレ

コードを求めるアルゴリズムは以下の通りである．  
 
1. あらかじめ，テーブルごとに，そのテーブルに
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おいて着目すべき時間的要素をもつ項目の一

つを定義しておく．この項目を T とする  
2. レコードの項目 T と基準時間との差を求める．

この差を DT とする．すべてのレコードについ

て DT を求める．実際の処理では T をソートし

ておき演算量を減らしている．  
3. DT の小さいものから順に k 件のレコードをク

ライアントに送信する．k は端末に送信するレ

コード数の上限である．  
 

3.4. 複数のキャッシュ方式の組み合わせ 
端末情報管理基盤では，アプリケーションがアクセ

スしたレコードをキャッシュする LRU と利用者が次

に必要とするレコードを予測しあらかじめキャッシュ

する 3 種類の予測キャッシュ方式とを組み合わせる必

要がある．端末情報管理基盤における複数のキャッシ

ュ組み合わせ方式を以下に述べる．  
1. アプリケーションによりレコード (R)へのアクセ

スが要求される．  
2. LRU キャッシュに R があるか確認する．R がな

ければ，3 つの予測型キャッシュに R があるか確

認する．  
3. いずれかのキャッシュに R があれば，アプリケ

ーションに R の内容を送る．すべてのキャッシ

ュに R がなければ，サーバから R を取得し，R
を LRU キャッシュに投入する．また，予測キャ

ッシュに R がある場合は予測型キャッシュにあ

る R を削除し LRU キャッシュに R を移す．  
4. キャッシュに投入したレコードの ID 番号は別途

記録し，一つのレコードが複数の予測型キャッ

シュに登録されることを防ぐ．  
 

4. 性能評価  
前章において述べた利用者が必要とするレコード

を予測し事前にキャッシュする方式を実験により評価

した．今回の実験では電子メールを対象とした．本実

験では携帯端末のメーラを模したウェブメーラを作成

し，その 2 ヶ月間の利用ログを採取し本稿で提案した

方式により，どの程度のキャッシュヒット率が得られ

るかを測定した．実験には LRU 方式，３章で提案した

３種類の予測キャッシュ方式，3 種のキャッシュ方式

と LRU を組み合わせた 4 種組み合わせ方式の 5 種類の

方式について測定した．本実験ではキャッシュサイズ

を 10 レコードから 300 レコードまで変えながら，キャ

ッシュヒット率を測定した．アクセス頻度キャッシュ

のタイムアウト時間は 120 時間，データの関係を定義

するルールは表 2 に示す．時間のフィールドを用いた

キャッシュ方式の着目フィールドはメールの受信時間

とし，基準時間は現在の時間とした．また，4 種類の

キャッシュを組み合わせた方式の個々のキャッシュサ

イズは全キャッシュサイズの 4 分の 1 とした．実験結

果を図 4 に示す．  
実験結果より，メールの受信時間に着目した方式が

最も高いキャッシュヒット率となった．また，4 種類

のキャッシュを組み合わせた方式はキャッシュサイズ

が 30 レコード以上の場合，メールの受信時間に着目し

た方式とほぼ同程度の性能が得られる．これは，本組

み合わせ方式ではアプリケーションが要求したレコー

ドが 3 種類のデータ予測キャッシュにヒットした場合，

ヒットしたレコードを LRU キャッシュに移す．このた

め，キャッシュヒット率の高い予測キャッシュ方式は，

LRU に移されるレコード数が増え予測キャッシュの

空き領域が増える．そのため，さらに多くのレコード

を予測してキャッシュできるため，キャッシュヒット

率が高くなると考えられる．  
 

表 2 実験で用いたルールテーブル  
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図 4 各手法のキャッシュヒット率  
 
次に，一回のレコードアクセスで端末に送信するレ

コード数の上限を変化させてキャッシュヒット率を測

定した．実験には 3 章で提案した 3 種のキャッシュ方

式と 3 種のキャッシュ方式と LRU とを組み合わせた方

式の 4 種類を用いた．本実験ではキャッシュサイズを

固定し，一度のレコードアクセスで端末に送信するレ

コード数の上限を 1 から 30 程度まで変化させ，キャッ

重要度
関連元
テーブル

関連元
フィールド

演算
関連先
テーブル

関連先
フィールド

6 受信メール Message-ID = 受信メール In-Reply-To

5 受信メール Message-ID = 受信メール References

4 受信メール Subject like 受信メール Subject

3 受信メール From = 受信メール From

2 受信メール To = 受信メール To

1 受信メール CC = 受信メール CC



 

 

シュヒット率を測定した．個々のキャッシュ方式にお

けるパラメータは先の実験と同じである．また，キャ

ッシュサイズは 25,50,100 レコードの 3 つのサイズに

ついて実験した．実験結果を図 5,6,7 に示す．  
実験結果より，いずれのキャッシュサイズにおいて

も端末に送信するレコード数が 15 以下の場合には，端

末に送信するレコード数が多いほど高いキャッシュヒ

ット率が得られる結果となった．しかし，端末に送信

するレコード数が 15 以上の場合には送信レコード数

が増加してもキャッシュヒット率は向上しない結果と

なった．また，この性質はキャッシュサイズに依存し

ない．  
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図 5 端末に送信するレコード数の上限と  
キャッシュヒット率との関係  (キャッシュサイズ 25) 
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図 6 端末に送信するレコード数の上限と  

キャッシュヒット率との関係  (キャッシュサイズ 50) 
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図 7 端末に送信するレコード数の上限と  
キャッシュヒット率との関係  (キャッシュサイズ 100) 
 

5. まとめ  
本稿では携帯端末の情報をサーバで管理し，必要に

応じて情報を携帯端末にダウンロードする端末情報管

理基盤とそのキャッシュ方式について述べた．端末情

報管理基盤では携帯端末で管理されていた情報をサー

バ側で管理し，携帯端末をシンクライアント的に使う

ことで，紛失時の情報漏えいや情報の損失を防ぐこと

ができる．加えて，端末情報管理基盤では利用者がア

クセスしたレコードから次に利用者が必要とするレコ

ードを予測し，事前にサーバから情報をダウンロード

しキャッシュする仕組みを持つ．  
本稿では，携帯情報管理基盤における事前予測キャ

ッシュ方式 3 方式を提案した．また，これら 3 方式と

アプリケーション用の LRU キャッシュとを組み合わ

せる方式についても述べ，これらの方式を実験により

評価した．実験結果より，4 種のキャッシュ方式を組

み合わせた方式でレコードへのアクセスの 60%を予測

し事前にキャッシュできる結果が得られた．また，一

度の通信において端末に送信するレコード数の上限を

変化させてキャッシュヒット率を測定する実験では，

予測するレコード数が 15 件以下のときはレコード件

数が増えるに従いキャッシュヒット率が上昇するが，

15 件以上ではキャッシュヒット率にほとんど変化が

ない結果となった．  
今後の課題として，予定管理やアドレス帳といった

メール以外のアプリケーションについても評価の必要

があると考えられる．また，必要となるレコードを予

測するアルゴリズムの改良やより精度の高いレコード

間の関係を求めるアルゴリズム，性能の高いキャッシ

ュ組み合わせアルゴリズムを作成する必要もある．ま

た，時間や利用者の行動履歴や現在の状態を考慮した

うえで必要なデータを事前に予測する方式も考えられ

る．  
 



 

 

 

文    献  
[1] E. O'Neil, P. O'Neil, G. Weikum, "The LRU-K page 

replacement algorithm for database disk buffering", 
Proc. ACM SIGMOD International Conference on 
Management of Data, 1993. 

[2] Andreas Komninos and Mark D. Dunlop, “Calendar 
based Contextual Information as an Internet Content 
Pre-Caching Tool”  

[3] 渡部徹太郎 , 小林隆志 , 横田治夫 , “ファイル検索
に向けたアクセスログからのファイル間関連度
の導 出 ”, 日 本デ ータ ベ ース 学会 論 文誌  DBSJ 
Letters Vol.6, No.2 

[4] Jónsson, B. Þ., Arinbjarnar, M., Þórsson, B., Franklin, 
M. J., and Srivastava, D. “Performance and overhead 
of semantic cache management”, ACM Trans. Inter. 
Tech. 6, 3 pp. 302-331, Aug.2006. 

[5] Andreas Komninos and Mark D. Dunlop. "Towards a 
model for an Internet content pre-caching agent for 
small computing devices", proceedings of HCI 
International 2003, Crete, June 2003. 

[6] Zhimei Jiang and Kleinrock, L. "Web prefetching in a 
mobile environment", Personal Communications, 
IEEE Volume 5, Issue 5, Oct 1998, Pages 25-34. 

[7] Wu, S., Hsu, J., and Chen, C. “Headlight prefetching 
for mobile media streaming”, Proceedings of the 6th 
ACM international Workshop on Data Engineering 
For Wireless and Mobile Access, Beijing, Oct 2007. 

[8] Su Zhou, Katto Jiro, and Yasuda Yasuhiko. “Retrieval 
and Pre-fetching algorithms for Segmented 
Streaming in Mobile”, Proceedings of the Society 
Conference of IEICE. 

 


