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1. 自動チューニングとは

近年，汎用プロセッサのクロック周波数は発熱の問

題から頭打ちになっており，計算性能向上はコア数の

増加（並列性）によって提供されている．しかし複数

の CPUコアに対して装備されるキャッシュやメモリ

制御のアーキテクチャには様々なものがあり，それぞ

れに対し異なるチューニングが必要である．他方で，

SIMD型の拡張命令やGPUを用いた高性能計算も注

目を集めている．効率的に高い性能を得られる一方で

小回りが利かないという弱点もあるため，やはり高い

性能を引き出すためには個別のチューニングが必要で

ある．しかも CPUや GPUは半年前後の間隔で新し

い機種が出ており，ベンダー提供のライブラリでもこ

の変化に完全に対応することは困難である．

このような状況で注目を集めているのが自動チュー

ニングである．これは，ソフトウェアが実際の利用環

境に自らを適応させることにより，常に良好な状態で

実行できることを目指す技術パラダイムである．もう

少し具体的には，弓場の論説1)にある 3つの観点から

の説明がわかりやすいので引用する．

• 利用者：マシン環境のハードウェア性能を，人手
を介さず最大限にひきだすことを可能とするソフ

トウェア技術

• 事業者：新世代のマシン環境用応用ソフトウェア
を，新たに開発することを不要にする方法論

• 技術者：プログラムを新しいマシン環境へ移植（写
像）するとき，その過程で自動的に最適化を行う

技術

ここで弓場はハードウェアに対する適応のみで説明し

ているが，解きたい問題に応じて連立一次方程式の解

法を自動的に選択してくれるといったデータに対する

適応，使っているライブラリの特性にあわせて呼び出

し側のソフトウェアをチューニングするといったソフ

トウェアに対する適応なども，自動チューニングの視

野の中に含まれる．

ソフトウェアの最適化として，コンパイラの最適化

との関係が問われることがある．コンパイラの最適化

は，アーキテクチャをモデル化した上で，それに適し

たコードを推定し，静的に決定するものが古典的であ

る．これと比較すると，自動チューニングは，実際の

ハードウェアで異なるコードを実行してみて性能を測

定し，実際に速かったものを採用するという点がもっ

とも対照的である．もちろんコンパイラでもプロファ

イル情報の利用は従来より行われているし，動的な最

適化も最近活発に研究されている．また，ループアン

ローリングやループ交換などコンパイラの最適化でも

使われる技法も自動チューニングで用いられる．両者

は相反するものではなく，重なりあう部分があり，今

後その重なりは大きくなっていくであろう．

チューニングは一種の最適化であるから，何を目的

関数として最適化するかは根本的な問題である．性能

（所要時間）を目的関数とするものが多いが，精度や

安定性（ばらつき），並列計算における並列化効率な

ども目的関数となりうる．精度を制約条件として，所

要時間を最小化する，といった複合的な目的関数も考

える必要がある．

「自ら適応するソフトウェア」と言うのは容易だが，

実際に作るのは簡単ではない．著者は自動チューニン

グソフトウェアを実現するためには，4つの分野で研

究が必要であると考えている．

( 1 ) プログラミング環境：自動チューニングソフト

ウェアが書きやすい言語や，自動チューニング

をサポートするコンパイラなど

( 2 ) システム環境：自動チューニングのための性能

情報をシステムから収集するミドルウェア，性

能情報を蓄積するデータベースシステム

( 3 ) 数理：実験計画，実験データの分析，最適化

( 4 ) 個別のチューニング技術：基本アルゴリズムや

応用プログラムそれぞれにおけるチューニング

の技術開発

著者らは，このうち 3点目の「数理」に着目して研究

を推進している．本稿では，自動チューニングのため

にどのような数理が必要なのか，そして我々がどのよ

うに研究を進めているのか，現状と展望を述べる．

2. 自動チューニングのための数理

自動チューニングは実環境で実験し，実性能を評価

することを通じて，チューニングのための「つまみ」

をどう設定すればよいかを決定する．この作業につい

て，数理の側面に注目すると，次の 4つの処理が必要

であることが分かる．

( 1 ) 実験：つまみをどういう設定にし，どの順序で

何回実験するか．

( 2 ) 測定：所要時間や消費電力などの測定のばらつ

きの扱い．

( 3 ) 分析：つまみと性能の関係を分析する．

( 4 ) 決定：最終的なつまみの設定．

既存の応用数学分野では，実験計画，データ解析，最

適化が直結する分野となる．手法によっては，モデル

選択や機械学習のほか，数え上げなどの離散アルゴリ

ズムも関連してくる．



我々はこれまでのところ，つまみの種類も，それぞ

れのつまみに設定できる値の種類も比較的少なく，す

べての可能性を列挙するのが困難でないような場合

を主に想定している．このような状況では，最適化や

数え上げなどで特段の工夫は必要がなく，実験計画や

データ解析などの統計学に関する問題が中心的な役割

を果たす．これに対して，つまみの種類が相当に多く

なってきたり，連続値を取るつまみがあったりする問

題設定では，つまみの設定のすべての組み合わせを調

べることは現実的には不可能である．このような場合

には，つまみの設定と性能との間の相関関係を見出し

た上で（あるいは仮定した上で），最適化などの手法

を適用することになるものと思われる．

以下では，つまみに設定できる値の組み合わせは既

知とし，その数を有限の N とする．また，これまで

の説明での「つまみの設定値の組み合わせ」のそれぞ

れを，短く実装と呼ぶ．すなわち，変数に異なる値が

代入されただけのものでも，異なる「実装」とみなす

として，N 個の「実装」の中から性能がもっともよい

ものを選択することを目指す．実装選択の変更に要す

るコストは無視する．

2.1 最適性（目的関数）

目的関数はコストと呼び，小さいほど望ましいもの

とする．コストは実行ごとに測定できるが，ある程度

のばらつきがあるものとする．測定に要するコスト

は無視する．処理対象のデータなどは特に区別をしな

い．信号処理などでサイズの決まったフーリエ変換を

行うようなイメージが適切であるが，データの違いを

測定のばらつきとして扱うことは可能である（ただし，

データはランダムに来るものとする）．

コストは実行するときにかかるものであるが，性能

を分析するための実験の際にも当然かかる．この実験

のためのコストは無視するべきではない．もし実験の

コストを無視できるのであれば，すべての実装に関し

て十分な実験を行い，最適な実装を選択する，という

のが最適解である．しかしこれは必ずしも現実的では

ない．例えば，最適でない実装に対する実験のコスト

は，いわば無駄であるので，最小限に抑えたい．最適

な実装の実験についても，2番目によい実装とのコス

トの差が大きいのであれば，差がはっきりする程度の

回数に抑えてもよいであろう．

また，コストの測定にばらつきがあるという仮定で

は，実装の優劣を完全に決定することはできないこと

にも注意が必要である．実験回数をいくら増やしても，

判断を誤る確率は 0にはならない．これを逆にとらえ

ると，同じ実験コストであれば，判断を誤る確率が小

さいほどよい，と考えられる．さらには，判断を誤っ

た時に，選ばれた実装と真の最適な実装とのコストの

差の大小も考慮すべきである．

このような考察を踏まえて，我々は目的関数を

(目的関数) = (総実験コストの期待値)

+(総実行コストの期待値) (1)

と定式化している．我々のこれまでの定式化ではこの

ように実験コストと実行コストの単純な和を取ってい

るが，実験コストの方に係数を掛けて割り引いたり，

総実験コストを制約した上で総実行コストを最小化し

たりすることも考えられる．この目的関数は，統計的

決定理論でいうリスク関数にほかならない．

ここで，総実行コストを評価するために，当該の演

算処理を行う全実行回数 M は既知であると仮定しな

ければならない．この「全実行回数」は，当面の計算

回数というのではなく，その回数の実行後，当該演算

は未来永劫行わないという意味である．例えば，ある

計算機を購入してから廃棄されるまでの間にサイズ

216 の FFTが何回実行されるか，というのが「全実

行回数」であり，これが既知というのは現実的な仮定

とはいえない．ただしコストは期待値で評価している

ので，M を確率変数としてもよい．

さて，目的関数を式 (1) のように設定すると，実は

実験を行わないのが最適解となる．すなわち，評価の

ためだけの実験は行わず，実際の計算の際に各実装の

性能を測定することで性能評価実験に替えるのである．

これを我々はオンライン自動チューニングと呼んでい

る．これに対して，先駆的な自動チューニングソフト

ウェアの代表である ATLASは，インストール時に大

量の実験を行って，実装を選択・固定していた．我々

の手法では，インストール時には何も行わず，ソフト

ウェアを使う際に様々な実装が選択されて評価され，

その情報を用いて，使い込むに従って性能が改善して

ゆくのである．

オンライン自動チューニングは multi-armed bandit

problem として古くから知られており，Bayes統計に

基づく最適解も知られているのだが，この最適解を実

際に計算するには天文学的な計算量が必要となる．そ

のため著者は近似解を提案している2),3)．本稿では詳

細を省略するが，理論的に次のような性質を導くこと

ができる3)．

• コストの期待値が大きくても，不確定性が大きい
実装は，実行される可能性がある．

• コストの期待値が大きく，不確定性が小さい実装
は，実行される可能性はない．

• 残り呼び出し回数が多いほど，コストの期待値も
不確定性も大きな実装が実行されやすい．

ただし，この方法が最適解に比べてどの程度劣るのか

については，理論的にも実験的にも分かっていない．

2.2 頑健性と効率性

我々の手法は，Bayes統計に基づく逐次統計を基礎

としている．Bayesでない逐次統計は利用できる結果

が少なく，応用も容易ではないため，Bayesを使うの

はほぼ必須である．Bayes統計には事前情報が必要で

ある．事前情報は人手で与えてしまうこともできるし，

実験的に生成すること（経験 Bayes）もできる．

しかし，どのような方法で与えたにせよ，与えられ

た事前情報が正しいとは限らない．事前情報の精度が

悪ければ，余計なコストがかかることになるが，これ

は未知なるものを対象としている以上避けられない．



事前情報が適切かどうか確認できればよいが，そのた

めには実験（コスト）が必要である．

我々の近似解の特性から，全実行回数 M が十分大

きい場合，不確定性の高い実装は，コストの期待値が

大きくても選択される．すなわち，不確定性を極度に

低く見積もることさえ避けられれば，M → ∞ の極

限ではすべての実装が実験され，事前情報の精度を正

確に見積もることができるようになるはずである．さ

らに，実験データが多ければ，事前情報の相対的な影

響がいくらでも小さくなるような Bayesモデルになっ

ていれば，M → ∞ の極限で最適な実装を見出すこ

とができるはずである．この性質は事前情報の不正確

さに対する最低限の頑健性を意味しているが，我々は

これを漸近最適性と呼んでいる4)．

逆に，不確定性を極度に高く見積もった場合にも問

題が生じる．どんなに推定されるコストが大きくても，

不確定性が極度に大きいと，実験の対象となってしま

う．最悪の場合，すべての実装を最初にある回数実験

してからでないと，よさそうな実装が選択されないと

いうことになる．とりわけ，全実行回数 M が小さい

ときに影響が大きい．また，実装の数が非常に多かっ

たり，連続値パラメタがあったりするときに，根本的

な問題になる．

そこで，最低限の効率性を保証するために，次のよ

うな性質を考える．すなわち，不確定性の推定値が有

限とすると，実装間のコストの差の推定値が十分に大

きく，全実行回数M が十分に小さければ，コストが大

きいと推定された実装は一度も選択されない，という

性質である．これを初期実験の有限性と呼んでいる4)．

漸近最適性と初期実験の有限性は，極端に悪い実験

計画を排除するための最低要件である．そのため，手

元の計算環境に対して人手で事前情報を与える場合に

は容易に判別でき，避けることができる．しかしソフ

トウェアが自動で動作し，それを人が監視するのでな

ければ，これらの性質を数理モデルの段階で理論的に

保証しておくことが望ましい．

著者はこれまでBayesモデルに正規分布を用いてい

るが，それらの漸近最適性と初期実験の有限性につい

ては別の機会に検討している4) ので今回は省略する．

以下では，正規分布の平均値 µ の事前分布 N(γ, τ2)

のパラメタ γ, τ2 を線形モデルで推定する場合を考え

る．τ2 が（真値に比べ）極端に小さいと漸近最適性

が危険にさらされ，極端に大きいと初期実験の有限性

が危険にさらされることに注意する．

2.3 線形モデルと漸近最適性

平均コスト µ の事前情報である γ と τ2 は，何ら

かのコストモデルから推定する．自動チューニングの

ためのコストモデルには，挙動が安定している線形モ

デルが適している．非線形モデルは測定データが少な

いと不安定な挙動になりやすく，注意が必要である．

第 i 実装のコストの測定値は正規分布 N(µi, σ
2
i ) に

従うとする．また，線形モデルを行列・ベクトル表記で

— ≈ Xb

とする．X は既知の行列，b は未知のベクトルであ

る．ここで V = diag(σ2
i /ni + τ2

i ) とすると b の最尤

推定は

˛ = (XT V −1X)−1XT V −1c

となる．ここで ni は第 i 実装のこれまでの測定回数，

c の第 i 要素は第 i 実装のコストの標本平均である．

ここでモデルから推定される平均値

‚ = X˛ = X(XT V −1X)−1XT V −1c

を事前情報 γi に用いる．以下簡単のため

L = X(XT V −1X)−1XT V −1

と書く．測定していない実装がある場合も，測定され

た実装の情報 c から推定する．測定していない実装

に関する行列やベクトルを下付き添え字 u で表すと，

—u ≈ ‚u = Xu˛

となる．

さて V を決めるためには σ2
i と τ2

i が必要である．

σ2
i はコスト測定の分散で，精度よく推定するにはコ

スト最小の実装を求めるよりも多くの実験を必要とす

る．可能であれば，コスト測定の特性などを別途分析

した上で，事前に見積もりを立てておくのが適切と思

われる．しかし，もし分散が実装によって大きく異な

り，しかも事前に予測ができない場合は，分散の推定

にコストをかけざるを得ないと思われる．もう一方の

τ2
i は平均値のモデルからの乖離を表すパラメタであ

るが， τ2
i = τ2/w2

i のように仮定する．重み w2
i はモ

デルの特性や分散を考慮して（ある程度恣意的に）決

める．パラメタ τ2 は重み付き平均二乗誤差に相当す

るものであるが，事前には未知なので，適当に設定し

て使わざるを得ない．実験をしてみると，最初に設定

した τ2 の（σ2
i に対する相対的な）大きさが，推定結

果にある程度引き継がれるようである．σ2
i の影響を

無視してしまうのも（自動チューニングのための τ2

の推定に使う分には）悪くないという実験結果が出て

いる．一旦推定してから，その推定値を用いてもう一

度線形モデルを計算し直すのもよいようである．

さて，τ2 を推定するには，適当な行列 U を決めて

e = (c − ‚)T U(c − ‚)

を計算する．この e の期待値は

E(e) = τ2ϕ + ψ

ϕ = tr((I − L)T U(I − L)W )

ψ = tr((I − L)T U(I − L)Σ)

（W = diag(1/w2
i ), Σ = diag(σ2

i /ni)）となるので，

推定として

τ̂2 = (e − ψ)/ϕ

が得られる．

ところがこの τ̂2 は正の確率で負の値を取ってしま

う．τ2 ≥ 0 なので，負の値で推定することには意味

がない．簡単な解決としては，負になったら 0 にする

というものがあるが，これは自動チューニングとして

はありがたくない．不確定性を極端に小さく推定する

ため，漸近最適性を危うくするのである．

これは統計学で分散成分と呼ばれる古典的難問であ

るらしい．さまざまな解決が試みられているようであ



るが，自動チューニングの手法としては，不確定性を

極端に小さく推定してほしくない．不確定性を大きめ

に推定すると，多くの実装が測定されることになるの

で情報が集まり，推定の誤差を修正できると期待され

るからである．この視点で実験してみたところ，単に

ψ を無視した

τ̃2 = e/ϕ

はある程度うまくゆくようである．今後は既存の提案

手法を試してみようと考えている．

3. 今後の課題

本稿では，自動チューニングの概念について概略を

説明したあと，その数理部分として我々が進めている

研究の一部を紹介した．これまでは実装の種類がそれ

ほど多くない（O(N) の計算量とメモリ量が大きな負

担ではない）と仮定して，主に統計的な取扱いについ

て検討をしてきた．ソフトウェアに組み込まれて勝手

に走ってしまうことから，極端に悪い結果を出さない

ように数理モデルを構築しておかなければならない点

が，普通の統計的データ解析とは異なっている．

本稿で紹介した統計数理を実装する際には，数値計

算の技術が必要である．現在までは，統計的性質の分

析のために，数値計算にはかなり計算量がかかる高精

度で確実な方法を用いている．しかし，数値計算にコ

ストがかかると自動チューニングの効果が相当に薄れ

てしまうのが現実で，これを改善しなければならない．

Bayes統計では数値積分が多用される．計算量の軽

減のため，解析的に積分ができる部分は解析的に計算

するが，それができない場合もある．著者がこれまで

必要としてきたものについて言えば，常に無限積分で

あり，多次元積分がほしい場合もある．関数の性質は

ある程度分かっている．一例を挙げると，

f(x) = (1−(x−x0)
2/t20)

−λ0(1−(x−x1)
2/t21)

−λ1

という関数に対して

µ =

∫ ∞
−∞ xf(x)dx∫ ∞
−∞ f(x)dx

という積分が計算したい．これまでは高い精度を確保

するために，DE積分（適応型）を使ったり，高い次

数の常微分方程式の刻み幅制御アルゴリズムを高精度

に設定して利用したりしてきた．しかし実際には，高

い精度は必要がない．どの実装を選ぶとコストが小さ

いか，その大小比較が正しくできれば十分である．必

要となれば，コスト最小に近いいくつかの候補のみ高

精度にすればよい．精度保証つきで，低精度でも安定

して動く無限積分のアルゴリズムがほしい．

線形モデルでは，最小二乗問題を解いている．これ

までは安全のため毎回特異値分解を行って最小二乗解

を出している（ランクが落ちることは多いが，最小ノ

ルム解にする必要は特にない）が，QR分解の down-

dating を用いればずっと計算量を減らすことができ

るはずである．しかしQR分解の downdating はあま

り多数回繰り返すと，丸め誤差がたまったり，枢軸選

択が不適切になったりして，結果をおかしくしてしま

う．このため，ときどきQR分解をやりなおす必要が

ある．しかし，QR分解の downdating が結果の精度

にどの程度影響を与えるのか，downdating はどこま

で繰り返してよく，いつ分解し直すべきなのか，十分

研究されていないようである．QR分解にはいくつか

解法があるが，計算量，精度，downdating の安定性

などを考慮したときに，どれが自動チューニングに適

しているのかも分かっていない．

離散数学的な課題も多数ある．例えば並列プログラ

ムで，あるベクトルをルートプロセッサから他のすべ

てのプロセッサに送りたいということを考える．すべ

てのプロセッサが同じデータを受け取るので，ルート

から直接受け取るのではなく，他のプロセッサが受け

取ったデータを転送してもらってもよい．また，ベク

トルデータを分割して少しずつ送ることもできる．さ

らには，分割した部分ごとに異なる経路を通って送る

のがよい場合もある．これに通信の順序の自由度を考

慮すると，極めて多数の通信方法が存在しうることが

わかる．これらの通信方法のうちどれが最も高速であ

るか知りたいのだが，あまりに多数の通信方法がある

ために，それを列挙することすら困難である．このよ

うなときには，コストのモデルを構築した上で，ある

程度コストが少ないと予想される通信方法だけを列挙

して候補としたい．そのような候補を漏れも重複もな

く列挙するアルゴリズムがほしい．

このように，残っている課題はそれぞれについて十

分難しい．それだけ研究の楽しみもあるということで

もある．日本応用数理学会に集われる先生方のご指導

を賜りつつ，研究を進めてゆきたい．
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