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概要：SSD（Solid-State Drive，以下 SSD）は，HDD（Hard Disk Drive）に比べランダムアクセス性能が
高く，省電力であるという特徴を持つが，SSD の容量単価は HDD に比べて高く，SSD をコスト効率良く
計算機システムの高速化や省電力化に利用する方式が課題である．本論文では，SSD を HDD のディスク
キャッシュとして用いる SSD ディスクキャッシュシステムにおいて，省電力化のために HDD の電源制
御を行う手法を提案する．SSD を HDD のディスクキャッシュとして用い，SSD 上のディスクキャッシュ
ヒット率が高く，HDD をアクセスしないときの待機時間を検出して，自動的に HDD をスピンダウンし
省電力化を行う．本ディスクキャッシュと電源制御機構を Linux のブロックデバイスドライバとして実装
し，評価を行った．各種ファイルシステムにおいて，本手法を評価し，HDD のスピンダウンによりエネル
ギー効率が改善されることを確認した．
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Abstract: Solid-State Drive (SSD) takes higher performance at random accesses and consumes lower power
than Hard-Disk Drive (HDD). However, SSD is more cost per bytes than HDDs. Therefore, implementing
the cost-eﬀective method using SSD is needed. This paper proposes the power control system of HDD added
to SSD disk-cache system. The system uses SSD as HDD disk block. The system detects idle time of HDD
and spindown HDD automatically. The disk cache system implementation uses block device driver in Linux.
The evaluation results in the SSD cache on some ﬁlesystems show that if the SSD cache is working eﬀectively,
energy eﬃciency is improved.
Keywords: SSD, disk cache, device driver, ﬁlesystem, energy management

1. はじめに
近年，データセンタなどで扱うデータが爆発的に増大し
ている．データセンタでは増大するデータに対応するため

タセンタにおける消費電力の 30%がディスクによって消費
されている [1]．そのために，二次記憶装置の省電力化手法
が注目されている．
一方で，NAND 型フラッシュメモリを記憶素子に用い

に，多くの場合，容量単価の安価な HDD が多数用いられ

たストレージデバイスとして SSD が普及している．SSD

る．データセンタでは，消費電力削減が課題であり，デー

は HDD と比較して優れたアクセス性能を発揮し，消費電
力も比較的小さいという特徴を持っている．しかし，容
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量単価が HDD の十倍以上と高価な装置である．そのた
め，ビット単価で有利な HDD と省電力性に優れた SSD
とを併用することによって，より省電力効果が期待でき
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HDD のディスクキャッシュとして利用する方式が提案さ
れてきた．これらは，ブロック I/O のスループットの改善
による省電力効果は期待できるが，HDD を停止すること
による省電力化は行われていない．以下に SSD を HDD の
ディスクキャッシュとして利用する既存方式を示す．

• Solaris ZFS ファイルシステム [3]：Solaris の ZFS ファ
イルシステムにおいて，L2ARC（Level 2 Adaptive Re-

placement Cache）と呼ばれるメモリキャッシュの二
次キャッシュ領域や，ZIL（ZFS Intent Log）と呼ばれ
る書き込みログ領域へ設定するボリュームに SSD を
図 1 SSD を含む記憶階層の例

Fig. 1 The example of a memory hierarchy with SSD.

用いることで，ファイル入出力の高速化を図る方式で
ある．ZFS ファイルシステム以外では利用できない．

• Flashcache [4]：SSD を HDD のディスクキャッシュと
る．図 1 に示すように，主記憶と二次記憶装置との間の新

して利用するもので，Linux のブロック I/O レイヤを

たな記憶階層として SSD を活用する方式が提案されてい

扱うデバイスドライバにより実装されている．そのた

る [2], [3], [4], [5], [6]．SSD を HDD のディスクキャッシュ

め，任意のファイルシステムや，ブロックデバイスと

として用いることで HDD の遅延時間を隠蔽し処理速度の

して仮想化される任意のストレージデバイスで利用可

向上を行うことができ，結果的にエネルギー効率が改善さ

能であるが，SSD 上のキャッシュブロックの管理に，

れる．また，SSD をディスクキャッシュとして用いること

4 KB〜16 KB の固定サイズのブロック 1 つあたり 24

で，HDD への I/O 要求数を削減することが可能である．

バイト（64 bit 環境時）の主記憶領域が必要であり，メ

本論文では，SSD を HDD のディスクキャッシュとして

モリオーバヘッドが大きい．100 GB の SSD を，4 KB

用い，そのディスクキャッシュにおいて，HDD のスピン

のブロックを用いて管理した場合，600 MB の主記憶

ダウンを行うことで，ディスクの省電力化を実現する．筆

が必要となる．

者らがすでに実現している SSD ディスクキャッシュシス
テム [7] をベースとして，スピンダウン機構を追加するこ
とで，省電力化を実現する．

SSD 上のディスクキャッシュがヒットしている間は，

• Flaz [5]：Linux のブロック I/O レイヤで HDD のデー
タブロックを圧縮して SSD にキャッシュすることで，

SSD への格納容量の効率化を実現する．ファイルシス
テムやストレージデバイスには依存しないが，オンラ

HDD をスピンダウンすることで電力を削減できる可能性

インで行うデータブロックの圧縮・解凍にかかる CPU

がある．しかし，キャッシュミスしたときには，スピン

オーバヘッドとのトレードオフが発生する．

アップのための電力とアクセス可能になるまでのアクセス

• SieveStore [6]：過去の一定期間のアクセス履歴を分析

時間のペナルティが大きい．スピンアップのオーバヘッド

して，再利用される可能性の高いデータブロックのみ

を避けるには SSD と HDD の両方を通電状態にすべきで

を SSD に割り当てる方式である．SSD へのデータブ

あるが電力的には損をする．これらのことから，適切なタ

ロック割当て量を大幅に削減し，同時に SSD のヒッ

イミングでのスピンダウンがきわめて重要な課題となる．

ト率の向上を実現しているが，アクセス履歴を保持す

本方式では，SSD に対してキャッシュミス時の HDD の

る記憶領域の確保と分析作業が必要となる．履歴の保

read，write の要求数を計測し，I/O 要求の頻度を監視し，

存には HDD のブロック単位でのアクセス数をすべて

一定期間 HDD へのアクセスがない場合に，スピンダウン

記録しているため，大きなコストが必要である．

する．この間隔については，HDD が持つスピンダウンに

また，省電力化のために，HDD へのディスク I/O の発

ともなう電力オーバヘッドが損をしない時間を用いた．評

行間隔を制御し省電力化を行う研究 [8], [9], [10] が行われ

価では HDD へ発行される I/O 要求パターンを参考にし，

ている．これらの研究は，HDD へのディスク I/O を監視

スピンダウンを行うまでの待機時間を設定した．本ディス

し，ブロックや，ファイルの配置を工夫することで，HDD

クキャッシュシステムは，Linux のデバイスドライバとし

の待機時間を確保する．これらの待機時間にスピンダウン

て実現した．ブロックデバイスのデバイスドライバとして

することで省電力化を行っている．しかし，SSD を併用す

実現することで，特定のファイルシステムや HDD に依存

る方法に対しては言及していない．

しないで，本方式を適用できる．

2. 関連研究
従来より，ディスク I/O の高速化を目指して SSD を
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SSD ディスクキャッシュシステムにおいて，省電力化の
ために HDD のスピンダウンを行うものとして，Intel の

Turbo Memory [2] があげられる．これらは，PCI-Express
接続の専用の SSD デバイスとチップセットを用いて，ディ
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スクアクセスの高速化と HDD へのアクセス低減とスピン

本ディスクキャッシュドライバは SSD に対するブロッ

ダウンを組み合わせて省電力化を図る技術である．しか

ク単位でのキャッシングの管理を行う．あわせて，ファ

し，専用ハードを用いるために，使用できるハードウェア

イルシステムから発行されるブロック I/O 要求の処理を

が限定されてしまう．このように，専用ハードウェアを用

行う．具体的には，ディスクキャッシュドライバはファ

いずに，任意のファイルシステムやストレージデバイスか

イルシステムからの I/O 要求を受け SSD にキャッシュさ

ら利用できる SSD ディスクキャッシュの省電力化につい

れたブロックがあるかを確認し，キャッシュされていれ

ては提案されていない．

ば，キャッシュされたブロックをファイルシステムに返す．

3. 省電力 SSD キャッシュシステムの設計

キャッシュミスした場合は，HDD からブロックを読み出

本手法では，SATA などの SSD と HDD を組み合わせ，

SSD を OS のデバイスドライバレベルでキャッシュとして

し，ファイルシステムに返す．あわせて，SSD にブロック
の新規割当てを行う．

3.1.1 キャッシュ管理方式

用いる．デバイスドライバとして仮想化しながら HDD の

SSD のキャッシュについては筆者らの文献 [7] に詳細が

キャッシュとして用いることで OS に修正を加えることな

あるが，ここで，基本的な構成の概要を示す．ディスク

く，任意のファイルシステムで省電力化を行える．

キャッシュドライバでは，HDD から SSD への領域の対応

図 2 に本省電力キャッシュシステムの全体構成を示す．

付けを管理している．これらは，ブロック単位での対応付

Linux では，各種ファイルシステムやバッファキャッシュ

けの管理を行い，キャッシュの置き換えなどを容易に行え

から HDD などのブロックデバイスに対してブロック I/O

るように固定サイズで行う．HDD と SSD のブロック対応

要求が発行される．本システムでは，ファイルシステム

表は主記憶上で管理する．

と HDD や SSD などのブロックデバイスの間にディスク

図 3 に本ディスクキャッシュドライバにおけるキャッ

キャッシュドライバを導入しキャッシュ管理を行う．Linux

シュ管理の概念図を示す．「セット」と「ブロック」という

からはブロックデバイスとして仮想化される．あわせて，

単位を用意し，領域の対応付けをセット単位で行い，セッ

新たに新設するスピンダウン制御デーモンがスピンダウン

ト内のデータの実際の割当てをブロック単位で行うこと

を実行する．次にディスクキャッシュと HDD の電源制御

で，データ割当てにかかるオーバヘッドを最小に維持しつ

について述べる．

つ，対応表の管理コストを調節可能にする．各単位は次の
とおりに定義される．

3.1 SSD による HDD の仮想化とディスクキャッシュド
ライバ

• ブロック：SSD への実データ割当ての最小単位．2N
セクタで指定（N は自然数）
．

SSD を HDD のキャッシュとすることから，ファイルシ
ステムから見た場合，HDD と SSD は 1 つのブロックデバ

• セット：HDD 領域と SSD キャッシュ領域の対応付け
の単位．2M ブロックで指定（M は自然数）
．

イスとして仮想化されている必要がある．そのため，ディ

ディスクキャッシュドライバでは，HDD の領域をセッ

スクキャッシュドライバは，SSD をキャッシュとして利用

ト単位に区切って管理する．この HDD 上のセットのこと

しながら，HDD と SSD の組を単一のブロックデバイスと

を「HDD セット」と呼ぶ．SSD 上には HDD セットに対

して仮想化し，ファイルシステムやユーザアプリケーショ

応付けるセットを管理し，これを「キャッシュセット」と

ンへ提供する．

呼ぶ．キャッシュセットは，1 つの HDD セットに対応付
けられ，HDD セットとキャッシュセットの対応付けを対
応表によって管理することで，任意のセットの対応付けを
行える．また，HDD のセットと SSD のセット対応は LRU

図 2

省電力 SSD キャッシュシステムの全体構成

Fig. 2 The system structure of a SSD cache system.
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図 3 SSD キャッシュ管理の概要

Fig. 3 SSD cache management overview.
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リストを用いて管理を行っている．そのため，キャッシュ
の置換が必要となった場合は，利用率の低いキャッシュ
セットを追い出すことが可能であり，キャッシュの利用効
率が良い．
また，ディスクキャッシュドライバはライトバック方式
をとっている．具体的には，キャッシュされたブロックへ
の書き込みが行われた場合，SSD にあるキャッシュブロッ
クへのデータの書き込みを行い，セット対応表が管理する
ダーティフラグを有効にする．この際，HDD の対応する
ブロックへの書き込みはすぐには行わない遅延書き込みと
なっている．以下では，SSD キャッシュにおいてダーティ
フラグが有効となったブロックのことを，ダーティブロッ

図 4 スピンダウン制御の状態遷移図

Fig. 4 State transition diagram of the spindown control.

クと呼ぶ．これらのダーティブロックの HDD への追い出
しは，SSD のキャッシュ利用率がシステムで設定した閾値
を超えた場合と，SSD をアンマウントする際に発生する．
本論文では，この閾値として，基本的なシーケンシャルラ
イトを行うマイクロベンチマークで閾値を変えながら実測
して得た最良値を評価時のパラメータとして用いた．
本方式では，キャッシュブロックの対応やダーティフラ
グを主記憶上で管理している．そのため，ディスクキャッ
シュドライバは永続化を実現するために，キャッシュ内の
ダーティブロックの追い出しを行う．これによって，SSD

図 5 スピンダウン制御の疑似コード

Fig. 5 Pseudocode of the spindown control.

キャッシュと HDD の一貫性を保ち，永続化を行う．

3.1.2 ダーティブロック追い出しによる I/O 制御

はスピンダウンを行わずに，一定期間待つようにする．

3.1.1 項で述べたように，SSD のキャッシュ利用率が閾

本スピンダウン制御の状態遷移を図 4 に示す．本スピン

値以上となった場合，ダーティブロックの追い出しが発生

ダウン制御手法では，通常状態の active 状態からスタート

する．しかし，閾値を超えた際にダーティブロックの追い

し，HDD のアクセスがない場合は，wait 状態へ遷移する．

出しを行う場合，閾値近辺で，小規模な追い出しが頻発し，

wait 状態において 1 度でも HDD へのアクセスが発生した

HDD のアイドル時間を減らしてしまう．そこで，ダーティ

ら，active 状態へ遷移する．一方で wait 状態において，あ

ブロックの追い出しを，一定量まとめて行うことによって，

る一定期間 HDD へのアクセスがない場合，spindown 状

アイドル時間を増やす．これによって，HDD がスピンダ

態へ遷移する．この一定期間のことをスピンダウン閾値

ウンできる時間を確保することができる．

（Tth ）とする．spindown 状態へ遷移した場合は，HDD の
スピンダウンを実行する．また，spindown の状態で HDD

3.2 HDD 電力削減手法

のアクセスが発生した場合は active 状態へ遷移する．

本方式の基本的着想は，SSD キャッシュで HDD への

本スピンダウン制御を行う疑似コードを図 5 に示す．ま

I/O を削減し，この HDD のアイドル時間にスピンダウン

ず，HDD への I/O 要求の有無の確認を行う ( i )．本確認

を行うことである．一方で，HDD をスピンアップする際

では，前回の確認以降に HDD への I/O 要求が発行された

は，ディスクの回転にともないエネルギー・I/O 遅延のペ

か否かの結果を得る．確認した結果より，HDD への I/O

ナルティが大きい．そのため，得となるスピンダウンを行

要求があった場合には idle time を初期化し ( ii )，HDD

うには，ある一定以上スピンダウンの状態を維持する必要

への I/O 要求がなかった場合には idle time をインクリメ

がある．この時間のことを損益分岐点（BET: Break-Even

ントする ( iv )．このとき，idle time がスピンダウン閾値

Time）とする．BET 以上スピンダウンを行うことで，エ

tth を超えていた場合にはスピンダウンを実行する ( iii )．

ネルギーを削減できる．一方で，HDD へのアクセスがな

本処理手順を一定間隔で実施し，BET を考慮したスピン

くなり次第スピンダウンを行ったにもかかわらず，BET 以

ダウン制御を行う．

内に SSD キャッシュミスにともなうスピンアップが発生

以上の制御により，頻発する BET 以下のスピンダウン・

した場合には，電力的に損となる．このような電力的に損

スピンアップを回避する．一方で，アイドル時間が BET

となる状況に対応するために，本手法では SSD ディスク

以上の場合でも，Tth の期間はアクティブとなるために，

キャッシュからの HDD への I/O がなくなっても，すぐに

電力削減効果が小さくなる可能性がある．このため，適切
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に Tth を設定することが重要となる．

3.3 エネルギーモデルとスピンダウン閾値の決定
本方式の特徴は，SSD キャッシュヒット中，HDD へア
クセスしていない期間に HDD をスピンダウンすることに
より，できる限りシステムが消費するエネルギーを削減す
ることである．一方で，SSD ディスクキャッシュへのミス
がいつ発生して HDD へアクセスするかを事前に把握する
ことはできないため，HDD をスピンダウンするタイミン

図 6 HDD と SSD の消費エネルギーモデル

グを的確に決定できないことが問題となる．そのため本方

Fig. 6 The energy consumption model of HDD and SSD.

式では，3.2 節で述べたスピンダウン閾値 Tth を定め，Tth
経過後まで HDD へのアクセスがない場合に HDD をスピ
ンダウンして省電力化を図る．
本提案方式では，スピンダウンを行わない状態の SSD
キャッシュを適用した環境において，想定するワークロー
ドを事前に実行させて得られたプロファイリングデータに
基づいて Tth を定める．本システム上ではワークロードご
とに異なる計算環境を用いることを想定しているため，実
行環境とワークロードごとにプロファイリングを行う．実
行環境に依存する主たるパラメータは，ファイルシステム
の種別，SSD のサイズ，HDD と SSD の電力である．特に
hdd
HDD のアイドル時平均消費電力 Wactive
，SSD のアイドル
ssd
時平均消費電力 Wactive
，HDD のスピンダウン時の平均消
hdd
費電力 Wsleep
，HDD のスピンアップに要するエネルギー
hdd
Espinup
，HDD のスピンアップにかかる時間 Tspinup につ

いては実行環境に共通の値として事前に計測しておく．
さらに上記の値を用いて，HDD がアクティブであると
きの電力 Wactive ，HDD がスピンダウンされたときの電力

図 6 に本提案方式における消費エネルギーモデルを示す．

HDD に対する I/O 要求間隔 n がスピンダウン閾値 Tth よ
り短い場合 (a) はスピンダウンが起きないため，HDD と
hdd
ssd
SSD のアクティブ時エネルギー（Eactive
，Eactive
）を消

費する．一方，n が Tth より長い場合 (b) はスピンダウン
が起きるため，HDD のアクティブ状態とスリープ状態の
hdd
hdd
エネルギー (Eactive
，Esleep
)，SSD のアクティブ時エネル
ssd
ギー (Eactive
)，HDD のスピンアップに要するエネルギー
hdd
(Espinup
) を消費する．本モデルに対して，プロファイリ

ングにより求めた HDD への I/O 要求間隔のデータをあて
はめてエネルギー遅延積を算出することで，ワークロード
実行時の総エネルギーを求める．以下，エネルギーはエネ
ルギー遅延積とする．
スピンダウンが起きない場合のエネルギーを Eth ，スピ
ンダウンが起きる場合のエネルギーを Eactive,sleep,spinup
とすると，本提案方式における総エネルギー Eall は次の式
で表される．

Wsleep の値も事前に算出しておく．本システムでは HDD

Eall = Eth + Eactive,sleep,spinup

と SSD とを併用するため，HDD と SSD の両方の電力を用

本 Eall は，Tth により変動する値であるため，Tth の関

いてこれらの値を求める．算出式は次のように表される．

Wactive =

hdd
Wactive

+

ssd
Wactive

hdd
ssd
Wsleep = Wsleep
+ Wactive

(3)

数となる．また，Eactive,sleep,spinup は，スピンダウンする

(1)

までに要するエネルギー Eactive ，スピンダウンしている間

(2)

のエネルギー Esleep ，スピンアップする際に要するエネル

事前実行では，SSD ディスクキャッシュシステムから

HDD への I/O 要求が発生してから次の HDD への I/O 要
求が発生するまでの時間間隔 n の発生回数 C(n) をプロ
ファイリングする．たとえば，次の HDD へのアクセスま
でが 10 秒間であった回数が 3 回あった場合は，C(10) = 3

ギー Espinupall の和により求めることができる．すなわち，

Eactive,sleep,spinup = Eactive + Esleep + Espinupall (4)
となる．
式 (3) における Eth は，式 (1) の Wactive に HDD がアク
ティブとなっている時間をかけたエネルギー遅延積として，

となる．このように，特定のワークロードを実行したとき
の C(n) をワークロードごとにプロファイルする．次に，
ワークロードごとに計った本プロファイリングデータを用

Eth = Wactive

Tth


nC(n)

(5)

n=1

いてワークロード向けのスピンダウン閾値 Tth を決定する．

により求めることができる．HDD がアクティブとなって

この Tth を求めるために，Tth を変化させてエネルギーの
推定値を机上算出し，その中からエネルギーが最小となる

いる総時間については，プロファイリングにより求めた
Tth
C(n) と HDD への I/O 要求間隔 n を用いて， n=1
nC(n)

Tth を求める．以下，本論文におけるエネルギー算出方法

として求めることができる．

について述べる．
エネルギーは Tth を基準として 2 種類のモデルで考える．
c 2014 Information Processing Society of Japan
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Eactive = Wactive × Tth

T
exe


C(n)

(6)

n=Tth

Texe
で求めることができる． n=T
C(n) は，スピンダウン閾
th
値を超えてワークロードの実行時間 Texe までに次の I/O
要求が発生した回数の総和である．
式 (4) の Esleep については，式 (2) の HDD のスリープ
時電力 Wsleep とスピンダウンしていた時間 n − Tth をかけ
たエネルギー遅延積として，次の式で求めることができる．

Esleep = Wsleep

T
exe


(n − Tth )C(n)

(7)

n=Tth

図 7 ディスクキャッシュドライバの全体構成

Fig. 7 The structure overview of disk-cache driver.

により実現し，キャッシュ管理や，device-mapper へ I/O
発行を指示する部分をカーネルモジュール ‘dm-ssd’ として

上記 n − Tth は Tth を起点として HDD をスピンダウン

新しく作成した．ディスクキャッシュドライバの実装の全

していた時間であり，それに C(n) をかけて加えたものが

体構成の概略を図 7 に示す．device-mapper は，生成した

HDD をスピンダウンした総時間数である．

仮想デバイスへの I/O 要求をファイルシステムから受け取

式 (4) の Espinupall については，1 回のスピンアップのエ

ると，それを dm-ssd に転送し，dm-ssd の指示で，実デバ

ネルギー Espinup とスピンアップした回数の総和により，

イスへの I/O 発行を行う．また，I/O 完了後，dm-ssd か

Espinupall = Espinup

T
exe


ら指定されたコールバック関数に処理を戻す．

C(n)

(8)

n=Tth

dm-ssd は，キャッシュ管理情報を持ち，device-mapper
から受け取った I/O 要求の内容とキャッシュ管理情報から，

で求めることができる．なお，HDD のスピンアップ時の

必要な実デバイスへの I/O 要求を構築し，device-mapper

エネルギー Espinup は，SSD の電力が加算されることを考

に指示する．また，I/O 完了後に呼び出されるコールバッ

慮して，

ク関数により，ファイルシステムへ I/O 完了の応答なども

hdd
ssd
Espinup = Espinup
+ Tspinup × Wactive

(9)

という算出式で事前に求めておくものとする．

行う．

4.1 device-mapper によるブロック I/O 要求制御

本方式では，ワークロードごとにプロファイリングした

device-mapper の基本的な機能は，仮想的なブロックデ

C(n) に基づいて，上記の算出式 (1)〜(9) を用いて Eall を

バイスを作成し，その任意のセクタ範囲を，カーネル内の

算出する．そして，Eall を最小にする，すなわち，エネル

「ターゲット」と呼ばれるモジュールにマッピングすること

ギーあたりの総オペレーション数であるエネルギー効率を

である．マッピングされた範囲へのブロック I/O 要求は，

最大にする Tth を，事前に簡単なプログラムで求める．こ

マッピング先のターゲットに転送され，ターゲットが I/O

の Tth はシステムの実行中ではなく，プロファイリング後

要求に様々な変換を施したり I/O の振り分けを行ったりす

に求めて，本システムへ運用時のパラメータとして与える．

ることが可能である．また，device-mapper を介すること

すなわち，そのシステムのユースケースを想定したワーク

で，仮想ブロックデバイスにターゲット独自の ioctl コマ

ロードから Tth を求めて設定することで，HDD の消費電力

ンドを実装できる．本研究のディスクキャッシュドライバ

削減効果のより高い SSD ディスクキャッシュを実現する．

は，device-mapper に dm-ssd モジュールをターゲットと

4. ディスクキャッシュドライバと HDD 自動
スピンダウン機構の実装

dm-ssd にマッピングすることにより実現する．

して登録し，仮想ブロックデバイスを作成してその全体を

device-mapper の 制 御 用 イ ン タ フ ェ ー ス と し て ，

ディスクキャッシュドライバは，ブロックデバイスの仮

/dev/mapper/ 配下の control キャラクタデバイスファ

想化を device-mapper [12] のフレームワークを活用して実

イルによるシステムコールインタフェースを提供する．こ

現する．device-mapper は，仮想ブロックデバイスの作成，

れを用いて，device-mapper に仮想ブロックデバイス作成，

管理に利用できる，ブロックデバイスドライバおよびそれ

ターゲットへのマッピングの設定，仮想ブロックデバイス

をサポートするライブラリ群であり，Linux 2.6 系で利用

の削除などを指示する．

できる．
ディスクキャッシュドライバでは，SSD キャッシュ適用

4.2 HDD 自動スピンダウン機構の実装

ブロックデバイスの作成・削除，I/O 要求の受け付け，I/O

HDD 自動スピンダウン機構は，device-mapper を介し

の実デバイスへの発行などの機能を，この device-mapper

た ioctl コマンドインタフェースを用いて，ディスクキャッ
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シュドライバから HDD への I/O の要求数の情報を取得し，

を設定した．

プロファイリングで決定した T th より長く HDD へ I/O 要

Flashcache を比較対象とした理由として，オープン

求が発生しない場合にスピンダウンを指示する．具体的に

な実装で，かつ，データセンタなどにおいて多くの利

は，3.2 節の図 5 の疑似コードで示した処理を行う．この

用実績があるためである．Flashcache はスピンダウン

HDD 自動スピンダウン機構はユーザ空間で動作するスピ

を行わない手法ではあるが，Flashcache 以外の方式に

ンダウン制御デーモンとして実装する．

比べて本 SSD ディスクキャッシュシステムとの実現
方式が近いことも比較対象の要因となっている．

4.3 プロファイリング
省電力 SSD ディスクキャッシュドライバを導入する環

また，提案手法はファイルシステムより下位の，ブロッ

境において，初めにプロファイリングを行い，3.3 節で示

クデバイスレイヤでの実装を行っているために，ファイル

したように SSD ディスクキャッシュドライバから HDD へ

システムが提案手法に与える影響が大きい．そこで，ファ

発行される I/O 要求を監視する．

イルシステムが提案手法に与える影響を確認する．本評価

dm-ssd モジュールは，HDD へ発行した I/O 数を ioctl
を経由し取得できる．そのため，これらの I/O 数を監視

では，ext3，xfs，nilfs を提案手法上に構築し，ファイルシ
ステムによるエネルギー効率の違いを明らかにする．

し，HDD のアイドル時間と回数を記録する．これらの情

これらの環境上で，ファイルシステムやストレージの性

報と 3.3 節のエネルギーモデルを用いて Tth を決定する．

能評価を行うベンチマークを実行する．本評価では，様々

5. 評価

なサーバのワークロードを再現する Filebench [13] におけ
る次の 4 つのワークロードを使用する．

• ﬁleserver：複数のユーザのホームディレクトリを格納

5.1 評価方法
提案手法のエネルギー効率を評価するために，従来方式

するファイルサーバを想定している．複数のユーザか

の HDD 単体・SSD 単体と提案方式を含む 5 種類のブロッ

らのファイル操作を模倣するため，各スレッドは ID

ク格納手法において，ベンチマーク実行時のエネルギー効
率 (ops/J) を比較する．以下にこれら 5 種類のブロック格

に基づきファイル操作を行う．

• varmail：電子メールサーバのワークロードを模倣す

納手法を示す．

る．マルチスレッド化された，各スレッドがメールの

( 1 ) HDD：HDD を単体で使用する．

読み込み，メールの作成，メールの削除を行う．

( 2 ) SSD：SSD を単体で使用する．
( 3 ) SSD キャッシュのみ：SSD キャッシュドライバにお

• webserver：ウェブサーバを模倣する．多数のスレッ
ドがそれぞれファイルをシーケンシャルに読み込む．

いて，100 GB の SSD の全容量をキャッシュとして利

すべてのスレッドは単一のログファイルに 16 KB の

用する．パラメータを表 1 に示す．本手法は提案手

ログを追記するため，このログファイルに対するデー

法との比較のために，スピンダウンを行わない．3.1.1

タ・メタデータの更新が集中する．

項で述べたダーティブロックの追い出しの閾値は，マ

• oltp：オンライントランザクション処理のデータベー

イクロベンチマークにより求めた最良値である 1 GB

スサーバを模倣する．数百 MB のファイル対して，200
のスレッドがランダムに同期読み込み，10 の書き込み

を設定した．

( 4 ) 提案手法：上記の SSD キャッシュのみの方式とあわ
せて，HDD のアイドル時間にスピンダウンを行い省

スレッドが非同期なランダム書き出しを行い，単一ス
レッドが 256 KB 単位のログを書き出す．
本評価で設定したパラメータを表 2 に示す．各ワーク

電力化を行う．

( 5 ) Flashcache：キャッシュ方式の違い以外の公平性を

ロードにおいて，各サーバで扱う平均ファイルサイズ，ファ

確保するため，提案手法と同一のキャッシュ容量と，

イル数，I/O サイズを設定した．また，Filebench は実際

ブロックの大きさを設定した．キャッシュセット内の

のサーバを模倣するためにマルチスレッド化されたベンチ

ブロックの置換ポリシは FIFO と LRU が選択できる．

マークとなっており，スレッド数，Read・Write を行うス

本評価では本研究の提案方式と似た方式である LRU

レッドの割合もパラメータとして指定した．これらの設定
は，サーバ用計算機におけるファイルシステムの性能とエ

表 1 SSD キャッシュの設定

Table 1 System parameters of SSD cache for the experiments.
SSD キャッシュパラメータ

ネルギー効率について評価した文献 [15] を参考にした．こ
れらのパラメータを用いることで，様々なサーバの I/O 要
求のパターンを再現できると考える．
また，10 分間のワークロードを 5 回行い，平均を求める．

キャッシュ容量

約 100 GB

ブロックサイズ

4 KB

これらのベンチマークを実行することによって，単位時間

セットサイズ

256 ブロック

あたりのオペレーション数 (ops/s) が得られる．この値を，
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表 2 各ワークロードのパラメータ設定

Table 2 Parameters of the workload for the experiments.
ワークロード

平均ファイルサイズ

ファイル数

webserver

32 KB

ﬁleserver

256 KB

varmail
oltp

I/O サイズ

スレッド数

R/W 比率（回数）

16 KB

100

10:1

16 KB

100

1:2

1 MB

16 KB

100

1:1

2 KB

2 KB

200 + 10

20:1

Read

Write

20,000

1 MB

50,000

1 MB

16 KB

50,000

0.8 GB

10

表 3 評価環境の諸元

行った．これらの結果を図 8 に示す．横軸は，HDD への

Table 3 The environtment for the evaluation.

アクセス要求間隔を示し，縦軸にそれらがどれだけ発生し

項目

内容

たかの数を示している．横軸は，BET 近辺のアクセス要

CPU

Xeon X5550 2.66 GHz

求間隔を明確にするために指数表示としている．

主記憶

4 GB

SATA インタフェース

3 Gbps

オペレーティングシステム

Linux 2.6.35 (x86 64)

評価用 HDD

SATA 3.5 インチ 7200 rpm 1 TB

ルギーを求めた．図 9 にこれらのエネルギーを示す．図 9

Segate Barracuda

では縦軸にモデルより算出されるエネルギーを示し，横軸

ST31000528AS

に決定すべき変数の T th を示している．また，BET 近辺

SATA 2.5 インチ MLC 100 GB

のエネルギーの変化を明確にするために横軸を指数表示と

評価用 SSD

次に，評価に用いた HDD の表 4 のパラメータと図 8 の

OCZ Technology

している．

Vertex 2 EX
表 4

結果から，3.3 節で示したエネルギーモデルを用いて，エネ

その結果，ﬁleserver の ext3，webserver の ext3，web-

server の xfs，oltp の xfs 以外の組合せでは，Tth = 1 のと

HDD の仕様

きにエネルギーが最小となり，Tth が増加するに従いエネ

Table 4 Speciﬁcation of HDD.

ルギーも増加する．ﬁleserver の ext3 では，Tth = 17 まで

項目

内容

hdd
アイドル時平均消費電力 (Wactive
)

5.15 W

はエネルギーが減少するが，それ以降は増加する傾向にあ

hdd
スピンダウン時平均消費電力 (Wsleep
)
hdd
スピンアップに必要なエネルギー (Espinup
)

1.14 W

る．したがって，これらの組合せでは，エネルギーが最小

74.7 J

となる Tth をスピンダウン閾値として選択した．

スピンアップに要する時間 (Tspinup )

8秒

BET

19.8 秒

ベンチマーク実行中の平均消費電力で割ることで，エネル
ギーあたりのオペレーション数 (ops/J) を算出する．
評価環境として表 3 で示す計算機環境を利用する．ま
た，1 TB・3.5 インチの SATA 接続の HDD と，100 GB・

2.5 インチの SATA 接続の SSD を用いる．表 4 に HDD
ssd
の仕様を示す．SSD の平均消費電力（Wactive
）は 0.62 W

である．これらの電力の測定には，株式会社シナジェテッ
クの ST-30400 を利用する．本測定器はクランプ式の電流
センサを使用しており，対象となる電源の導線をクランプ
型センサで挟むことで電流を計測する．計測した電流に電
圧をかけ合わせることで電力を算出する．

5.2 評価に用いたスピンダウン閾値の決定
3.3 節で述べたプロファイリングによって得られた I/O
パターンと HDD の電力パラメータから適切なスピンダウ
ン閾値 Tth を求める．初めに，5.1 節で示した 3 種のファ
イルシステム・4 種のワークロードの合計 12 種の組合せに
おいて，それぞれ事前実行を行い，I/O パターンの取得を

webserver の ext3，webserver の xfs では，Tth が増加す
ると，一部急にエネルギーが低下する部分がある．この原
因は，図 8 における BET 近辺のスピンダウンが多いこと
による．このようにエネルギーの増減はあるものの，これ
ら 2 つの場合も，エネルギーが最小となる点が Tth = 1 で
あったため，これをスピンダウン閾値として選択した．
一方で，oltp の xfs では，Tth を変化させても，エネル
ギーがあまり変化しないことが分かる．図 8 における oltp
の xfs では，つねに HDD へのアクセスがありスピンダウ
ンができないことを示しており，スピンダウン閾値を変化
させてもエネルギー値に大きな変化は表れないが，机上計
算の結果からは Tth = 9 でエネルギーが最小となる．した
がって，この値をスピンダウン閾値として選択した．

5.3 評価結果と考察
評価では，初めに提案手法のエネルギー効率 (ops/J) を
示す．その後，実際にどの程度 HDD をスピンダウンでき
たかを示す．あわせて，SSD キャッシュミス率について考
察を行う．最後に，スピンアップにかかる I/O 遅延のオー
バヘッドについて述べる．

行った．実評価と同様に，10 分間のワークロードを 5 回
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図 8

各ベンチマークごとの HDD の I/O 要求の時間間隔

Fig. 8 Time interval of an I/O demand of HDD for every benchmark.

図 9

スピンダウン閾値ごとに算出したエネルギー

Fig. 9 Energy calculated from the energy model for the spindown threshold.

5.3.1 エネルギーあたりの処理性能
提案手法のエネルギー効率の結果を示す．ﬁleserver，

ブロック格納手法の違いによるエネルギー効率
ブロック格納手法でエネルギー効率を比較した結果を

webserver，varmail，oltp の消費したエネルギー 1 J あた

図 10 に示す．初めに，従来手法の SSD キャッシュのみと

りに処理できたファイル操作の数 (ops/J) を示す．

提案手法を比較した場合，varmail については，約 3.2 倍の
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エネルギー効率を実現し，oltp については 1.7 倍のエネル

関しては 5 倍以上のエネルギー効率の改善を達成した．提

ギー効率を達成できている．ﬁleserver 上でのスピンダウン

案手法と HDD での比較では ﬁleserver で 11 倍，varmail で

では，平均消費電力は削減できたが，同等に処理速度が低下

59 倍，oltp で 17 倍のエネルギー改善を実現した．

したために，エネルギー効率に変化が見られなかった．し
たがって，SSD キャッシュのみの手法と比較した場合，提

ファイルシステムの違いによるエネルギー効率

案手法は，平均 1.88 倍のエネルギー効率を実現している．

ベンチマーク実行時の平均消費電力を図 11 に示し，ファ

また，Flashcache と比較した場合もすべてのベンチマーク

イルシステムによるエネルギー効率の変化を図 12 に示す．

で，エネルギー効率を改善することができた．varmail に

HDD と提案手法を比較した場合，すべてのワークロード，
すべてのファイルシステムにおいて，スピンダウンを行う
ことで，高いエネルギー効率を示した．
また，SSD キャッシュのみの手法と比較した場合，ﬁle-

server，varmail，webserver の組合せにおいて，エネルギー
効率を改善できた．特に，ﬁleserver の xfs で 2.5 倍，varmail
の ext3 で 3.2 倍，varmail の xfs で 3.7 倍，varmail の nilfs
で 3.8 倍，webservser の xfs で 3.2 倍，webserver の nilfs で

3.4 倍，oltp の nilfs で 3.9 倍の性能向上を達成した．
3 つのファイルシステムと 4 つのワークロードの 12 種の
組合せにおいて，平均で 2.5 倍のエネルギー効率向上を実
現できた．よって，SSD ディスクキャッシュと HDD のス
ピンダウンの併用は，ストレージデバイス全体の省電力化
に一定の効果があるといえる．
図 10 各ベンチマーク実行時のエネルギー効率

Fig. 10 Power eﬃciency of benchmarks.

5.3.2 スピンダウン頻度とエネルギー効率
電力の削減効果の詳細を明らかにするために，ワーク

図 11 各ファイルシステムにおける各ベンチマーク実行時の平均消費電力

Fig. 11 Power consumption of the benchmark and systems.

図 12 各ファイルシステムにおける各ベンチマーク実行時のエネルギー効率

Fig. 12 Energy eﬃciency of the benchmark and systems.
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ロード実行中のスピンダウン時間・スピンダウン頻度の内

oltp では BET 以上のスピンダウンのみが発生し，スピン

訳の詳細を示す．まず，図 13 に全実行時間 3,000 秒に占

ダウン回数も 10 回以下と少ないために，平均スピンダウン

めるスピンダウンを行っていた時間の割合を，図 14 にス

時間も長いことが分かる．そのため，スピンダウンを行わ

ピンダウンを行った回数を示す．本実験に用いた HDD の

ない SSD キャッシュの環境で nilfs を選択した場合，スピ

エネルギーの BET を基準として，エネルギー的に得をし

ンダウンを行うことで，エネルギー効率を大きく改善でき

たスピンダウン・損をしたスピンダウンに分けて示してい

る．また，キャッシュミス率も 0.1%以下と低い．nilfs は

る．図 13 より，ﬁleserver の xfs，varmail のすべてのファ

ログ構造化ファイルシステムであり追記書き込みでデータ

イルシステム，webserver のすべてのファイルシステム，

の更新を行うために，書き出しが SSD でキャッシュされ

oltp の ext3，nilfs において全実行時間の 8 割以上がスピン

るために，スピンアップが発生しない．

ダウンしていることが確認できる．これらは，SSD ディス

ext3 ファイルシステムでは，定期的なリードミスが頻発

クキャッシュによって，HDD へ発行される I/O 要求が削

するため，他のファイルシステムに比べてスピンダウン回

減され，HDD のアイドル時間を生成できたためである．
一方で，oltp の xfs では，総スピンダウン時間が 2 秒で
大半の間スピンダウンができていないことが分かった．xfs

数が多くなる傾向がある．一方で，xfs ファイルシステム
では，webserver を除くワークロードで nilfs 同様，総スピ
ンダウン数が 10 回以下と少ない回数であることが分かる．

の oltp は 5.3.3 項で示すキャッシュミス率が 1.2%と小さ

xfs の webserver においては，スピンダウン回数が 40 回と

いが，図 8 に示すように断続的な HDD アクセスが続く．

多く，スピンアップにかかる I/O 遅延によって，エネル

oltp では扱うファイルのサイズが比較的大きいのと合わ

ギー効率が低下すると考えられるが，ワークロードの結果

せ，xfs では環状バッファを用いてジャーナルを保存して

では，スピンダウンを行わない SSD キャッシュのみの場

いるために，ジャーナルの更新に要する断続的なにリード

合と比較して 3 倍以上エネルギー効率が向上している．こ

ミスが発生する．このため，スピンダウンできない結果と

れは，xfs の webserver でのスピンアップは，データ更新と

なった．

は非同期に行われる，メタデータ更新のジャーナルの記録

図 14 より，nilfs ファイルシステムの varmail，webserver，

のために発生し，処理速度が落ちないためである．そのた
め，ワークロードの結果に影響が出ない．
いずれの組合せにおいても，図 12，13 で示すとおり本提
案方式によりスピンダウンが発生し，エネルギー効率が向
上した．ワークロードとファイルシステムの組合せによっ
てその効果に違いがあるものの，実行時間の 8 割以上をス
ピンダウンさせることができた組合せにおいては，スピン
ダウンを行わない SSD キャッシュのエネルギー効率に比
べて平均 2.8 倍の改善が可能であった．

5.3.3 ワークロードの I/O 要求数・キャッシュヒット率
とのエネルギー効率
各ワークロードのブロック I/O の read/write の要求数
図 13 全実行時間に占めるスピンダウン時間の割合

Fig. 13 The ratio of the spindown time to a total execution

の割合を図 15 に示す．これらは，ファイルシステムから，

SSD ディスクキャッシュブロックへ発行された I/O 要求

time.

図 14 スピンダウン回数

図 15 ファイルシステムから発行される I/O 要求数

Fig. 14 The number of times of spindown.

Fig. 15 The number of I/Os request.
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れた xfs の webserver のキャッシュミス率と同程度であっ
ても，図 8 に示したように，小容量の断続的な read ミス
が起こる場合があり，スピンダウンできない．

5.3.4 スピンアップオーバヘッドによる I/O 遅延
キャッシュミス時に生じるスピンアップには，大きな時
間を要するため I/O 遅延が生じる．本実験に用いた HDD
はスピンアップに 8 秒の時間が必要である．そのため，ス
ピンアップを行うことでの処理性能低下の確認を行った．
スピンダウンを行わない SSD ディスクキャッシュを適
図 16 SSD ディスクキャッシュのキャッシュミス率

Fig. 16 Cache miss ratio.

用した場合に対する本提案手法の処理性能の比率を算出し
たところ，ext3 の ﬁleserver，webserver，oltp においてそ
れぞれ 0.93，0.81，0.62 となり，処理性能の低下がみられ

数を示す．また，これらの I/O 要求が SSD キャッシュで

た．その他の組合せでは 0.98〜1.17 の比率が得られ，ほぼ

どの程度キャッシュされるかを示すために，SSD ディスク

同等の処理性能で動作するという結果を得た．これらの処

キャッシュドライバでのキャッシュミス率を図 16 に示す．

理性能低下の原因は，定期的に発生するジャーナルのリー

ﬁleserver はファイルシステムから SSD ディスクキャッ

ドミスである．ext3 では，ジャーナルの更新をデータの更

シュに発行される I/O 要求数が 4 つのワークロードで最も

新と同期して行うため，ファイルシステムがロックされる．

多い．また，ext3 と nilfs では，キャッシュミス率が 5%以

一方，xfs のジャーナルの更新はデータの更新と非同期に

上と高く，SSD キャッシュへ割り当てるキャッシュブロッ

行われるため処理性能の低下はなかった．nilfs では，ログ

クが不足し，キャッシュブロックがあふれる状態が発生し

構造化ファイルシステムを採用し，追記書き込みを行うた

た．ext3 と nilfs では，図 16 に示すとおり write ミスが多

め，リードミスは発生しない．さらに，追記書き込みされ

く発生していることから，HDD へのダーティブロックの

たデータは，SSD キャッシュによって集約されているため

追い出しと新規に割り当てるキャッシュブロックの読み込

に，HDD へのアイドル時間も増加する．

みにともなう HDD への I/O 要求が増え，HDD のアイド

よって，ジャーナルデータの新規割当ての際に read ミス

ルサイクルを作ることができず，他の組合せに比べてエネ

を起こし，ジャーナルの更新とデータの更新が同期して行

ルギー効率をあまり改善できなかった．

われるようなファイルシステムの場合，処理性能の低下を

varmail では webserver 同様にファイルシステムからの

起こす場合がある．ext3 では処理性能が低下するが，xfs，

I/O 要求数が多い．しかし，HDD へ発行される write ミス

nilfs では起きない．

率は 0%のため，write は SSD キャッシュで吸収されてい

5.3.5 SSD キャッシュミス時のブロックあふれの評価

る．したがって，HDD のアイドル時間が増大し，エネル
ギー効率の改善率が高い．

webserver では，ファイルシステムからの I/O 要求数は

5.3.3 項で述べたとおり，ﬁleserver の ext3，nilfs では SSD
キャッシュ容量不足によるブロックのあふれが発生した
が，本提案方式によりエネルギー効率が向上した．さらに，

4 つのワークロードの中で最も少ない．これは，ファイル

SSD キャッシュの容量を 50 GB，10 GB，5 GB と小さく

システム内のファイルキャッシュの効果が大きいためであ

した環境において SSD キャッシュブロックがあふれる状

る．また，ファイルシステムへ発行される write 要求もす

況を増やし，本提案方式の適用効果があるかを検証した．

べて，SSD でキャッシュしている．そのため，xfs・nilfs で

100 GB と同様に 12 種類の環境をそれぞれの容量で評価し

は HDD のアイドル時間が BET 以上の長さとなり電力効

た結果を表 5 に示す．表項目として，実測に用いたスピ

率が改善した．一方で，ext3 においては，BET 近辺のア

ンダウン閾値（Tth）
，実測値から得られたエネルギー効率

イドル間隔の定期的な read ミスが発生し，スピンアップ

（提案方式）
，SSD をスピンダウンなしで適用した場合のエ

が発生するためにエネルギー効率が，xfs・nilfs と比較して

ネルギー効率に対する提案方式の比率（HDD+SSD との比

低い．

率）
，HDD 単体のエネルギー効率に対する提案方式の比率

oltp ではファイルキャッシュから発行される I/O 要求

（HDD 単体との比率）を示し，評価結果を次の 3 つに分類

数は write，read が同程度となった．ext3・nilfs のキャッ

した．

シュミス率も 0.1%以下のために，エネルギーの改善率も

(A) SSD キャッシュからブロックがあふれない（15 種類）
．

高い．しかし，oltp では，ジャーナルデータの新規割当て

(B) SSD からキャッシュブロックがあふれるが，本提案

のための，少容量のリードミスが断続的に発生し，スピン
ダウンを行うことができずエネルギー効率を改善させるこ
とができなかった．このように，エネルギー効率が改善さ
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方式によりエネルギー効率が向上する（12 種類）．

(C) SSD からキャッシュブロックがあふれ，本提案方式
を適用してもエネルギー効率が向上しない（9 種類）．
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表 5 小容量の SSD ディスクキャッシュにおけるエネルギー効率

Table 5 Energy eﬃciency of the SSD cache system with small
capacity.

表 6

SSD キャッシュブロックがあふれてエネルギー効率が向上し
ないケースの評価

Table 6 Evaluation in case that the energy eﬃciency does not
improve in the situation of SSD cache block overﬂow.

率（miss 率）の値に着目して，実測値との関係を検証する．
表 6 に，予測値，3 つの実測値（提案方式のエネルギー効
率（提案方式），SSD キャッシュをスピンダウンなし時の
エネルギー効率（HDD+SSD）
，HDD 単体時のエネルギー
効率（HDD 単体）
）
，SSD キャッシュミス率の項目を示し，

(1) 事前実行で得られるエネルギー効率の予測値の段階
で，HDD 単体より下回るケース

(2) 事前実行で得られるエネルギー効率の予測値は効率
向上を示すが，実際には HDD+SSD や HDD 単体を
上回れなかったケース
に分類した結果を示す．
エネルギー効率の予測値が HDD 単体を明らかに下回る
場合 (1) は，本提案方式を適用してもエネルギー効率を向
上させることができないという傾向にある．また，事前実
行で得られるエネルギー効率の予測値は効率向上を示して
も，SSD キャッシュミス率が高い場合 (2) には，本提案方
式を適用しても HDD をスピンダウンできる機会が元々少
表 5 において HDD+SSD との比率と HDD 単体との比
率に着目すると，SSD キャッシュからブロックがあふれな
い場合 (A) は，すべて本提案方式を適用することでエネル
ギー効率が向上している．また，表 5 には掲載していな
いがエネルギーの予測値も HDD+SSD，HDD 単体より上
回っていた．この結果は 100 GB でブロックがあふれない

10 種類についても同じ傾向であった．
SSD キャッシュからブロックがあふれる場合のうち分類
(B) では，ブロックはあふれるが本提案方式を適用するこ
とによりエネルギー効率が向上している．これは 100 GB
でブロックがあふれていた ﬁleserver の ext3，nilfs の 2 種
類にもあてはまる．また，分類 (C) では本提案方式を適用
してもエネルギー効率が向上しない．そこで，分類 (C) に
ついては，以下，別表を用いて考察する．
事前実行の段階で得られるデータである本提案方式のエ
ネルギー効率の予測値（予測値）と SSD キャッシュミス
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ないため，予測どおりのエネルギー効率の向上はできない
傾向にある．なお，分類 (1) に属する 10 GB の webserver

ext3，5 GB の webserber ext3，xfs において SSD キャッ
シュミス率は 70%以下の値を示しているが，表 5 の分類

(B) に属する項目においても 70%以下の値を示していた．
しかし，分類 (B) ではエネルギー効率の予測値がつねに高
い傾向を示している点が分類 (1) とは異なっている．
以上により，ブロックがあふれるケースであっても本提
案方式を適用してエネルギー効率を向上させることは可
能であり，ワークロードの事前実行時のデータを参考にす
れば，本提案方式適用時にエネルギー効率を向上させるこ
とができるかどうかを事前に予測できることを示した．傾
向としては，想定するワークロードでスピンダウンを行わ
ない SSD キャッシュを適用した事前実行において，SSD
キャッシュミス率が低い状況においては本提案方式を適用
することが有効であると考える．
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6. まとめ

[8]

本研究では，SSD を HDD のディスクキャッシュとして
利用するシステムにおいて，HDD のスピンダウンを行うこ
とで省電力化を行う手法を提案した．HDD のスピンダウ

[9]

ンを行うことで，処理性能を大きく落とすことなく，HDD
単体での利用よりも平均約 21 倍のエネルギー効率向上を
実現した．また，SSD キャッシュのみを適用する手法と比

[10]

較した場合に約 2.5 倍以上のエネルギー効率を実現した．
特に nilfs ファイルシステムの場合には，処理性能を落とす
ことなく 3 倍以上のエネルギー効果を達成し，本提案手法

[11]

の有用性を示すことができた．
一方で，同じアプリケーションプログラム実行中におい

[12]

ても，HDD へ発行される I/O パターンが数分間隔のような
短い期間で変化するような場合には，本手法適用により電
力的な無駄が生じる可能性がある．そのため，今後はシス

[13]

テム挙動に応じたスピンダウン閾値 Tth の動的設定方法が
課題となる．またその他の課題として，複数のワークロー

[14]

ドが 1 つの計算環境で混在実行する場合の閾値決定方法の
検討，複数の HDD を搭載するシステムのディスクキャッ
シュとして SSD を導入する方式の検討などがあげられる．
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