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内容梗概
インターネット上のトラビックの大部分を占めるWWWに対してキャッシュを設置し,サー、べへのア
クセス数,外部ネ,ツトワークのトラビック量,クライアントへの応答時間などの改善を図る方法が一般的
である.本稿ではwwwキャッシュの性能に大きな影響を与えるキャッシュアルゴリズムを対象としてい
る.ドキュメントの置換え問題がナップザック問題に帰着することに着目し,準最適なキャッシュアルゴ
リズムをキャッシュの目的に応じて設計するための手法を提案する.トレースデータ駆動型シミュレーショ
ンによる性能評価の結果,本手法より設計されたアルゴリズムは他のものより改善の割合が高く,その有
効性が確認された.
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Abstract
World Wide Web (WWW) traffic is one of the most resource consuming applications
on the Internet. The WWWcaching is now widely used to reduce the load on Web servers, network traffic and
average latency in fetching
Web documents. This paper considers
caching algorithms
which can significantly
affect the cache performance.
We first show that various WWWcaching algorithms
can be
formulated
as knapsack problems.
Based on this, we propose a method to design suboptirrial
caching
algorithms.
Through trace-driven
simulation
we confirm that designed
algorithms
perform better than
other algorithms
in the literature.
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はじめに

近屯民間ネットワークプロバイダの出現やWWW
などの新しいアプリケーションの登場により,イン
ターネット上のトラビックの増加やクライアシト
への応答時間の悪化が問題となっている.この間
題の解決手法として,インターネット上のトラビッ
クの大部分を占めるWWWに対してキヤアシュを
設置し,外部ネットワークに転送されるアクセス数
やトラビック量の削減あるいはクライアントから
見た応答時間の短縮を図る方法が最も一般的であ
る.現実に・もsquid[6], apache[7]などのキャッシュ
機能を持つソフトウェアが多くのサイトで導入さ
れている.
キャッシュの空き容量が少なくなったとき,どの

減,・クライアント‑の応答時間などが改善される
キャッシュの性能評価には一般に次の指標が用い
られている.

ドキュメントをキャッシュ内に残し,どのドキュメ
ントを靭除するかを決定するアルゴリズム(以下・
キャッシュアルゴリズム)はwwwキャッシュの
性能に大きな影響を与える.本研究はナップザック
問題がwwwキヤツシテに適用できることを明ら
かにし,これを用いて準最適なキャッシュアルゴリ
ズムを設計するための手法を提案する..
以下では,第2章ではwwwキャッシュの構
成とその性能指標を説明する.第3章では従来の
キャッシュアルゴリズムを紹介し,その問題点を示
す.第4章ではアルゴリズム設計手法を提案し、,そ
の手法より各指標を改善するアルゴリズムを設計
する.さらに第5章で設計されたアルゴリズムの
性能評価の概要と結果を示す.最後に第6章で′ま
とめと今後の課題を示す.

ヒット率(HitRate)アクセスされたドキュメン
トの総数に占めるキャッシュヒットしたドキュ
メントの割合を表す.この借が高いほど外部
サーバへのアクセス.回数が減少したことに
なる.
バイト.ヒット率(Byte Hit Rate)総伝送バイト
数に対するキャッシュヒットした.ドキ̀ユメン
トの総バイト数の割合を表す.この億が高い
ほど,外部ネットワークのトラビックが減少
したことになる.
平均応答時間(Average Latency)ドキュメント
をダウンワードするまでのクライアントの待
ち時間を表す.前の2つと畢なり,クライア
ントからのシステムの評価基準である.

2

WWWキャッシュ

wwwキャッシュはネットワークの各地点に導
入することが可能であるが,図1のようにクライ
アントと同一のドメイン内にプロキシとして配置
され,複数のクライアントかちの通信をサーバに
中細する場合が多い.
キャッシュはドキュメシトを一時記憶し,クライ
ア'/トから同じドキ子メントに対するアクセスが
あった場合は記憶していたドキュメ1(‑トのコピー
をクライアントに伝送する.これにより,サーバと
プロキシの間の埼信が不要となり,外部サーバへの,
アクセス数,外部ネットワークのトラビック量の削

3 従来のキヤツシ,ユアルゴリズム
実際のシステムではキャッシュ容量は有限である
ため,アクセスされたすべてのドキュメントをキャッ
シュ内に残すことはできない,このため,キ.ヤツシュ
アルゴリズムが必要となる.
wwwキャッシュの性能を改聾するため!現在
まで多くのキヤアシテアルゴリズムが提案されてき
た.これらは大きく2種類に分類できる∴1つは計
算機システム上での主記憶管麺に用いられるペー
ジ置換えアルゴリギムをwwwキャッシュにその
ま.ま適用したものである.代表的なアルゴリズム

として, LRU(Least‑Recently‑Used), LFU(Least‑
Frequency‑Used)が知られている. LRUは最後に
アクセスされてから最も長い時間の経過したドキュ
メントを, LFUはアクセス回数が最も少ないドキュ
メントをそれぞれキャッシュの中から置き換える.
‑方,もう1つの分類は,主記憶管理には存在し
ないWWWの性質を考慮したアルゴリズム[1,2,3,毎
で,代表的なものとしてSIZEt1], MIX[4】などが挙
げられる. SIZEはサイズの小さなドキュメントを
優先的にキャッシュに残すアルゴリズムで,キャッ
シュ内のドキュメント数を増やしてヒット率を高
くすることを目的としている. MIXは平均応答時
間の短縮を自助としたアルゴリズムであり,キャッ
シュ内のドキュメントの中で次の式(1)の値が小
さいものから順に置き換える.

島:jY3 * (sizej)r* V '
latj あるドキュメントjの最新の伝送時間
nrefj :格納されてからのアクセス回数
trefj :最後のアクセスからの経過時間
sizej :サイズ
*"lir2iサ"3,r4 可変パラメータ

換え問題)を定式化し,この間題がナップザック問
題に帰着することを示す.次に,ナップザック問題
の近似解法をもとに2章で示した各指標について
準最適なキャッシュアルゴリズムの設計手法を示す.
4.1ドキュメント置換え問題の定式化
まず,定式化のための仮定と表記を示す.
ドキュメントの総数をN個,クライアントは過
去の履歴と独立してアクセスを行うと仮定する.図
1の構成において,各サーバに格納されている全て
のドキュメントを対象として,各ドキュメントを
DjV‑l,‑;N)と表すことにする.また Diの
サイズをsj;クライアントが次にD,・をアクセスす
る確率をpjと表す.
プロキシは容量S(byte)のキャッシュを持ち,ア
クセスされたドキュメントDJ・がキャッシュ内に存
在する場合(キキッシュヒット)にはク.ライアント
に,D,・のコピ‑を伝送し,またPiがキャッシュに
存在しない場合(キヤアシュミス)にはクライアン
トの代わりにサーバにDjを要求し,そのコピーを
キヤツシp・内に格納しながらクライアントに申継す
る.キャッシュヒツ・ト時のプロキシからグライアン

しかし,これらのアルゴリズム̀はいずれも経験

トへのDjの平均伝送速度をbj (byte/sec),キャッ
シュミス時のサーバからクライアントへのD,・の平

則に基づくものであり,キャッシュの性能をどの程
度改善するか明確でない.例えば,計算機システム
の主記憶管理とwwwキャッシュ管理はサイズや

均伝送速度をBj (byte!sec)と表す.また,ドキュ
メントD3pが.キヤツシ革に格納されているかどうか
を表す変数としてXJ・を導入し,キャッシュに格納

外部からのアクセス速度がドキュメントに依存す
るなどの面で異なるため,ページ置換えアルゴリ
ズムがそのままwwwキャッシュにも適するかど

されている場合にはXj ‑1,そうでなレ、場合には
Xj‑0とする:

うか不明である.また, SIZEやMIXはヒット率
や平均応答時醇をある程度改善するが,ドキュメ
ントの遺択基準に理論的裏付けがなく最適かどう
か明らかでない.

次にキャッシュに醸したドキュ.メントDjに対
してクライナントからアクセスがあった場合に得
られる利益中こらいて考える.̀この利益は指標
によって異なり,ヒット率の場合は1回キャッシュ
ヒットすると外部サー′バへのアクセスが1回滅少
するので利益C3・は1(回)となる.バイトヒッ・卜率
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アルゴuxム畠計手海の提案
各指標について最適なキャッシュアルゴリズムを
‑t

求め為たは,ドキュメントの選択がキャッシュゐ性
鋤こ与える影響を理論的に明らかにする必要があ
る.'そこで本研究では ,まずキャッシュゐ性能を最
適化するた捌こキャッシュに残すべきドキュ)ント
の組み合わせを求める問題'(以下,ドキrユメシト置

の場合は‑1回キヤツシテ串ツトすると外部ネッLト
ら‑‑クのナ哀ック量がsj.‑(bytes)準少するので利
益cjはォi(bytes)である.平均応答時間の場合峠
キャッシュミス甲の億sj/Bj(sec)からチヤツシュ
ど?'ト時の鮮i/bj(sec)に短縮されるため,その

差(葺一号I(sec)が利益'‑i fcなる・なお,響
の期待値はドキュメントDjのアクセス確率を考
慮してpjCjと表せる. ・

ドキュメント置換え問題はサイズsjの合計が

も改善しているアルゴリズムがアクセス回数を規

キャッシュ容量S以下という条件下で利益cJ・の期

準としたLFUであることが根拠である.

待値pjCjの合計を最大にするXl,‑,XNの組み

またBj.bj‑}まURLに含まれるサーバ単位で集
計を行い,その平均値を用いAる.これはサーバ単

合わせを見つける問題として(2)のように定式化
できる.
find{Xi∴‥Xn}suchthat
のN・
maximize∑pici
;=i
N
subjectto∑XjSj≦5,Xj=Oorl(2)

位で集計を行うとドキュメント単位の場合に比べ
て,保持すべきデータが少なくなり,さらに平均値
を求めるためのサンプル数が多く信頼性が高くな
ると思われるからである.

5

性能評価

i=i
式(2)はpjCjを価値として,その合計を最大に
するXl,‥.,Xnの組み合わせを容量Sの制約条
件下で求める問題であり,ナップザック問題である
ことがわかる.
4.2近似解法によるアルゴリズムの設計
ナップザック陶題はNP完全であり最通解を求
めるのは困難である.このため,近似解法により

提案したアルゴリズム設計手法の有効性を確認
するために4章で設計されたアルゴリズムの性能
を評価する必要がある.本研究ではトレースデー
タ駆動型シミュレーションにより性能評価を行っ
た.本章ではシミュレ‑ショ,1/の概要と結果につい
て述べる.なお,以下では4章で設計した平均応
答時間を改善する̲アルゴリズムはMAL(Minimum
Average Latency),ヒット率を改善するア)i,ゴl)
ズムはMHR(Maximum HiもRate)と表記する.

準最適解を求める.ナップザウク問題にはさまざま
な近似解法間が知られており,その‑つに欲張り
法【81がある.この欲張り法では単位サイズ当たり
の価値pjCj/sjの大き'い順に,サイズsjの合計が
S以下という条件が満たされる限りXj=1とし,
残りをXj‑0とすることにより準最適解を得る.
したがって,ヒッLト率の場合はpihiの大きい順
に,バイトヒット率の場合はpjの大きい順に,平
地‑の場合はn・(去‑吉)の大きvi順た・
容量制限に達するまでドキュメントをキャッシュに
残していくアルゴリズムがそれぞれの指標に対す
る準貴通解を得るアルゴリズムとなる.

5.1 使用したトレースデークーの概要
まず,シミュレーションで用いたトレースデータ
の作成方法とその性質について説明する.我々は
トレースデ「タとして大阪大学情報処理教育セン
ターのsquidサーバゼ記録されたアクセスログを
使用した.観測期間は平成10年5月31日(日)
o:00

月.8日(月) 21:00で給アクセス数は約

190万,線伝送バイト数は約12 Gbyteである.
設計したアルゴリズムを評価するために必要な情
報は各ドキュメントのアクセス時刻 URL,サイズ
である.また, MALではさらにキャッシュヒット

4.3パラメータの推定方法

時とキャッシュミス時の両方の伝送時間が必要であ
る.しかし,ログにはキャッシュヒット時あるいは

設計したア)I,ゴリズムにおけるpj,Bj,bjの値は

キャッシュミス時の伝送時間のどちらかの記録がな

実際のシステムでは不明でありI,過去のアクセス

く,これらを測定しなければならない.そこで我々
はアクセスログの伝送時間は使用せず,記録された

履歴など入手可能な情報をもとに推定する必要が
ある.
‑ではp,・をその時点までのD3'芸蝣<F>7
TVヱ完激
で評価する..これは提案した設計手法よりバイト
ヒット率を改善するアルゴリズムがp]・の大きい順
にキャッシュに残す方法と兄い出されたこと,なら
びに5章の性能評価においてバイトヒット率を最

各URLからキャッシュ不可能なドキュメント(cgi
ドキュメントなど)と削除などにより正常に伝送
されなかったドキュメントを除いた総数1,124,872
のURIノについてサーバへ実際にアクセスを行って
ヒット時とミス時の両方の伝送時間を求めた.な
お,この測定のためにWebjamma[2]を用いた.秦

1に収集したデータの統計的性質を示す.
5.2

シミュレーション結果

4.1節で示したトレースデータを用いて,設計し
たアルゴリズムMAIJ, MHRの性能評価を行った.
また,比較の対象としてLRU, LFU, SIZE, MIX
の4種類のアルゴリズムについてもシミュレーショ
ンを行った. MIXの可変パラメータは[4]と同様
にri‑0.1,r2‑r3‑r4‑1に設定した.
はじめにキャッシュサイズを無限大に設定してプ
ログラムを実行した.その結果,キャッシュに格納さ
れたドキュメントの給バイト数は4.29(Gbyte)とな
った・また,ヒット率の最大値はH馬mac ‑串7.6(%)
バイトヒット率の最大値はBHRmax ‑ 48.2(%)
平均応答時間の最小値はResrnin ‑ 383 (msec)と
HBK9
次にキャッシュサイズを変化させて各アルゴリズ
ムのバイトヒット率,ヒット率,平均応答時間を測
定した.シミュレーションで用いたキャッシュサイ
ズは50Mbyte ‑ 2000Mbyteの7通りである.ま
た, squidと同様にドキュメントの累計蓄積量が高
位水準に達したときにキャッシュアルゴリズムを起
動させ,低位水準になるまでドキュメントを除去
し続ける方法を採用した.これは置換えに要する
時間を短縮するためである.本シミュレーションで
はsquidの標準設定値を用いて,高位水準をキヤツ

シュ容量の90%,低位水準を75%とした.
まず,図2にバイトヒット率のシミュレーショ
ン結果を示す
4.5節でも述べたが, LFUが全
てのキャッシュサイズにおいてバイトヒット率を最
も改善している・したが?て,アクセス確率p,.に

その時点までのD,宗,7ヱ完数・の値を用いて・

MAL, MHRを実行した.
さらに図3に各アルゴリズムのヒット率,図"4
に各アルゴリズムの平均応答時間の改善の割合の
シミュレーション結果を示す∴図4はキャッシュが
ない場合の平均応答時間526(msec)を100%とし
た場合の,それぞれのキャッシュサイズでの各アル
ゴリズムの改善の割合を表している.この値が小
さいほど平均応答時間が短縮されたことになる.図
3では・ヒット率を改善するアルゴリズムとして設計
されたMERが,図4では平均応答時間を改善す
るアルゴリズムとして設計されたMALが全ての
キャッシュサイズにおいて最も優れた性能を示して
いる.これにより,我々の潰案したアルゴリズム設
計手法の有効性を確認できる.また, M虹R, MAL
はともにキャッシュサイズが100 ‑500Mbyte‑の範
囲のときに特に優れた値を示してt/さる.̀ヰヤツシ与
サイズが1000 ‑‑2000Mbyteのときにアルゴリズ
ムによる差が比較的現れにくいのは,ドキュメン

トの大部分がキャッシュに格納され,ヒットとミス

in Network

が分かれる場合が少ないこ七が理由と考えられる.
また,・キャッシュサイズがIOOMbyte以下の場合
は,キャッシュサイズが小さすぎるためヒットする

uments" , Proc. ACM SIGCOMM'96,

ドキュメントが少なく,・そのために他のアルゴリズ
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案した.次に各指標についてキャッシュの性能を改
善するアルゴリズムをナップザック問題の近似解
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