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Parallel trial is a method of online automatic tuning for parallel processing. In this paper we

propose a method of parallel trial with preemption, and evaluate it in simulation. Compared with

a method of parallel experiment, parallel trial is advantageous when the number of iterations is

small. Also it is found that the performance of parallel trial is less sensitive to the number of

processors, the number of candidates, and the variance of performance of candidates.
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1. 自動チューニングとその数理

自動チューニングは科学技術計算において重要な技

術である．早くから自動チューニング技術を開発・実

装し，広く実際に利用もされている例として，密行列

カーネルを実装した ATLAS[1] や高速フーリエ変換を

実装した FFTW[2] が挙げられる．命令セットアーキ

テクチャが同一であっても，物理レジスタ数，演算器

のパイプライン段数，命令の同時発行数や順序，キャッ

シュパラメタ（キャッシュサイズ，ラインサイズ，ウェ

イ数等），TLB パラメタなどにより，最適なコードは

異なる．このようなハードウェアの多様性は，コンパ

イラの最適化である程度吸収されることが期待される

が，汎用的な最適化手法を実装しなければならないコ

ンパイラでは，ハードウェアの変化の速さについてゆ

くのは難しい．ATLAS や FFTW のような数値計算

カーネルは，計算内容を絞り込むことにより，コンパ

イラの汎用的最適化手法では届かない性能を達成した

ものと考えられる．その後，自動チューニングは数値

ライブラリを主なターゲットにしながらも，MPI の集

団通信などに適用範囲を広げてきた．

自動チューニングは，ライブラリだけではなく，ア

プリケーションコードに組み込むことも可能である．

Baumgartner ら [3]による分子軌道法における多電子

積分計算の自動チューニングは，その優れた例である．

さらに上のレベルでの自動チューニングの適用例とし

て，Cavazos ら [4]によるコンパイラオプションの自動

選択が挙げられる．片桐らによる ABCLibScript [5]の

ように，一般のプログラムに自動チューニング機能を

組み込むことができるプログラミング機構も提案され

ている．また，滝沢らによる SPRAT [6]のように，自

動チューニング機構を組み込んだ GPU プログラミン

グ言語も開発されている．このように，自動チューニン

グというパラダイムが適用範囲は，可能性としては極

めて広い．このような背景から，筆者らは汎用的な高

性能化技術としての自動チューニング（汎用自動チュー

ニング技術と呼ぶ）を目指して研究を進めている．

筆者らは，汎用自動チューニング技術のために必要

な数理に注目して研究を進めている．本稿では，並列

処理におけるオンライン自動チューニングのための並

列試行について論ずる．

2. 並列処理のオンライン自動チューニング

のための並列試行
(1) 試行と実施

本節では自動チューニングの数理のうち，今回必要

な部分について述べる．詳細は [7]などを参照されたい．

実際の計算環境でチューニングパラメタを変えなが

らソフトウェアを走らせて性能を測定し，それに基づ

いて最適なチューニングパラメタを決定するというの

が，自動チューニングの基本的な考え方である．ここ

でチューニングパラメタとは，前節の「チューニング

手法」で述べたさまざまな実装の違いを，仮想的にひ
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とつのパラメタに集約して表現したものである．また，

ひとつひとつの実装を候補と呼ぶ．自動チューニング

の数理においては，これらのチューニング手法がどの

ように記述されコンパイルされたか，どのような計算

環境で実行されるか，などの詳細は無視して，チュー

ニングパラメタの値を決めてソフトウェアを実行する

と性能情報が得られると抽象化する．

自動チューニングのための性能測定には，2 種類が

考えられる．ひとつめは実施と呼ばれている．これは

ソフトウェアの実用的な利用であって，その際に性能

を測定して評価する．ふたつめは試行と呼ばれている．

これは性能測定のためだけの実行であって，その計算

結果は実際には利用されない．

ATLAS のような自動チューニングソフトウェアは，

実施が行われる前に，試行だけを用いて最適化を行って

いる．これはオフライン自動チューニングと呼ばれる．

試行の計算結果は実際には利用されないから，試行の

コストはすべて自動チューニングのためのオーバーヘッ

ドとなる．これに対し，我々は試行を一切用いず，実施

のみを用いて自動チューニングを行うオンライン自動

チューニングを提案してきた．試行を全く行わないた

め，最初の実施においてはチューニングがまったくさ

れていない状態である．性能を測定するために，実施

時にチューニングパラメタを変更して使用する．この

ため，実施時の性能は安定しない．しかし，自動チュー

ニングのためのオーバーヘッドは，実施コストと最適

候補の実行コストの差分と考えられる．また，すべて

の実施を性能評価に用いることができるため，ソフト

ウェアの利用回数が多ければいくらでもチューニング

パラメタが探索できる．逆に，ソフトウェアの利用回数

が少なければチューニングのために払うコストは少な

い．このような長所から，我々はオンライン自動チュー

ニングを中心に研究を進めている．

(2) 局所的自動チューニング

我々は [8]で，並列処理における自動チューニングに

ついて基本的な提案を行った．ここでは概略を述べる．

並列処理は，ひとつの計算処理を複数の部分に分割

し，それらを複数のプロセスに分担させて処理させる．

このような並列処理において，2つの種類の自動チュー

ニングが考えられる．ひとつめは，個々のプロセスに

対するチューニングである．これを局所的自動チュー

ニングと呼ぶことにする．ふたつめは，すべてのプロ

セスに影響するひとつのチューニングパラメタがあり，

それを調整することで，並列処理全体の性能を最適化

するというものである．これを大域的自動チューニン

グと呼ぶ．プロセスの集合がいくつかの部分集合に分

割され，各部分集合に作用するようなチューニングパ

ラメタがあるような場合も考えられるが，これは「局

所的自動チューニング」に分類する．

本稿で論ずるのは，局所的自動チューニングである．

大域的自動チューニングは，並列処理であってもチュー

ニングパラメタがひとつであるため，自動チューニン

グは逐次的に行われることになる．

局所的自動チューニングは，並列処理の自動チュー

ニングの基礎である．各プロセスの処理が局所的に最

適化されていない状況で，大域的な最適化を行うのは

よくないと考えられる．局所的なチューニングパラメ

タの違いが，大域的なチューニングパラメタの最適な

選択に影響を及ぼす可能性があるからである．

(3) 並列試行

以下，本稿ではプロセッサは一様であると仮定する．

また，簡単のため，各プロセスは同一の処理を反復的

に実行するものと仮定する．また，目的関数は実行時

間とする．
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図–1 試行専用プロセッサによる並列試行

試行専用プロセッサによる並列試行 [8]を図-1に例で

示す．P = 4台のプロセッサのうち PT = 1台を試行専

用プロセッサとして確保しておいて，残りの P−PT = 3

台のプロセッサのみを実施に用いる．実行時には，試

行専用プロセッサは試行のみを行う．得られた性能情

報は適宜実施プロセッサに送られ，実施プロセッサは

これを参照してチューニングパラメタを選択する．図

中の縦線は同期を，バツ印は打ち切りを表す（後述）．

本手法では，性能評価に実際のデータを用いること

ができる．これにより，データに依存する最適化が可

能である．密行列計算や FFT などのチューニングは

データサイズ以外のデータの詳細な条件にあまり依存

しないのに対し，疎行列計算のチューニングは非零構

造や固有値分布のような数値的性質に依存することが

多い．そのような計算において本手法が有効であると

期待される．また，自動チューニングは実行時にのみ

行われ，実行前と実行後には行われない．これらのこ

とから，我々は本手法を（試行を用いるが）オンライ

ン自動チューニングの一種と解釈する．

プロセッサ数 P が大きい場合には，試行専用プロ



セッサのロスは相対的に小さくなる．今後スーパーコ

ンピュータは数十万コア以上を有すると予想されてい

るが，そのうち数コアを試行専用に使用することによ

るロスは極めて小さい．逆に，プロセッサ数 P が小さ

い場合には本手法は性能的に不利である．たとえば 4

つコアがあるうちの 1 つを試行専用に用いてしまうと，

ピーク性能が 25% も減少してしまう．また，マルチコ

アプロセッサでは，メモリバスやキャッシュの共有のた

め，実施プロセスの性能が試行プロセスの性能に影響

を受けるであろう．

3. シミュレーション評価
本節では，上述の並列試行をシミュレーションによ

り評価する．

シミュレーションの仮定は以下の通りである．P 個

のプロセスがあり，各プロセスは同一の処理をある回

数反復し，反復ごとに同期を取るものとする．実装の候

補は N 個あり，各候補の所要時間は最短 1 最長 V で

等間隔に決めたものをランダムに入れ替えて定義した．

並列試行においては，試行専用プロセッサ数を PT = 1

とした．試行専用プロセッサは 2 番目以降の候補を順

次実行し，その実行時間は他の全プロセッサに瞬時に

伝わるとする．残りの P − 1 台のプロセッサは実施プ

ロセッサであり，最初の反復では 1 番目の候補を用い

て計算を行う．その後の反復では，既知の所要時間最

短の候補を採用する．なお，下記の並列実験との比較

のため，所要時間をすべて P/(P − 1) 倍した（理想並

列化）．

今回，プロセスごとおよび反復ごとの所要時間のば

らつきはないものとした．この条件下では，最速候補

以外の性能情報は必要ないので，試行に打ち切りを導

入するのが自然である．すなわち，既知の最速の候補

の所要時間に達したら試行を打ち切り，次の候補の評

価に進む（図-1参照）．

比較対象として並列実験（複数候補の並列評価）[8]

を用いる．これは P 台すべてのプロセッサを実施に用

いる．最初の ⌈N/P ⌉ 回の反復において，P 台のプロ

セッサが N 種類の候補をすべて実行することにより，

完全な性能の情報を得る．その後の反復では最適な候

補が選ばれる．しかし，並列実験における打ち切りに

ついては現在まで手法が知られていない．そこで今回

は，並列実験に打ち切りを導入する必要のない V ≤ 2

の範囲でのみシミュレーションを行うこととした．

図-2 に，P = 10, N = 100, V = 2 として，75 回ま

で反復させたところの各反復の終了時刻をプロットし

た．問題生成に乱数を用いているが，問題による結果

の違いが数パーセントしかないので，一例を示す．
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図–2 並列試行と並列実験の所要時間（シミュレーション）

まず，並列実験では，最初の 10 回の実験に大きなコ

ストがかかっているが，その後は最適候補で実行する．

次に，並列試行は最初から比較的小さなコストで進ん

でいるが，1 台のプロセッサが試行専用になっている

ために漸近的に 90% の性能しか出ない．試行専用プロ

セッサを PT = 2 とすると，漸近的に 80% の性能しか

得られないから，PT = 1 よりもよい結果はなかなか得

られない．なお，図-2では確認しにくいが，並列試行

における 1反復あたりの所要時間は，試行が進むにつ

れて少しずつ減少している．

表–1 並列試行の並列実験に対する相対性能

N V P 20反復 60 反復 100 反復

100 2.0 5 1.29 0.97 0.90

100 2.0 10 1.15 0.98 0.95

100 2.0 20 1.03 0.97 0.96

10 2.0 10 0.88 0.89 0.90

100 1.5 10 1.04 0.94 0.93

表-1 に，N , V , P を変更したときの性能挙動の変化

を示す．表に示す反復回数までの並列試行の所要時間

を並列実験の所要時間で除したもので，所要時間は 10

回のシミュレーションの平均値である．

並列試行では，よい候補の探索を 1 プロセッサだけ

で行っているため，所要時間と P はあまり関係がない．

このため実施に用いるプロセッサの比率が高まる分だ

け，P が大きいほうが性能が高い．これに対して，並

列実験では，最初に全候補を評価するところにかかる

コストが P に反比例する．したがって，P が小さいと

実験のオーバーヘッドが大きく，P が大きいと実験の

オーバーヘッドが小さい．結果的に，P が大きいと並

列実験の性能が相対的に高く，P が小さいと並列試行

の性能が相対的に低くなった．しかし，これは並列試



行の特徴というよりも，並列実験の特徴である．同様

のことが N を変化させた場合についても観察された．

すなわち，N を小さくすると並列実験のコストが小さ

くなり，N を大きくすると並列実験のコストが大きく

なる．並列試行のコスト変化は相対的に小さかった．

V を小さくして候補間の性能差を小さくすると，並

列実験のオーバーヘッドが小さくなる．相変わらず反復

回数が少ないところでは並列試行が有利であるが，そ

の範囲は狭くなる．しかし，実際の自動チューニング

の問題においては，最高性能の候補と最低性能の候補

の性能比は 10 倍以上になることも珍しくない．この

ような場合では，並列試行の有利性が高まるものと期

待される．

4. 考察
本論文では，打ち切りをともなう並列試行を提案し

た．また，シミュレーションにより評価し，並列実験

（複数候補の並列評価）と比較した．

今回の評価を全体的にみると，並列実験と並列試行

の特性の違いが顕著であった．すなわち，並列試行は

プロセッサ数や候補数，候補間の性能のばらつきに対

する性能の依存は少ない．逆に，並列実験はこれらの

要因に性能が直接的影響を受ける．具体的には，プロ

セッサ数に比べて候補数が多く，候補間の性能のばらつ

きが大きいときに並列実験のコストが大きくなり，相

対的に並列試行が有利となった．

本稿のシミュレーションでは，プロセッサごとおよ

び反復ごとの所要時間のばらつきを無視している．こ

れらの要因を考慮すると，試行において最速でなかっ

た候補が，あるプロセッサでは最速になる可能性があ

る．このため，試行の打ち切りについて再検討が必要

となる．また，単純に試行で最速だった候補を選択し

てよいかどうかについても再検討の必要がある．この

問題に取り組むためには，性能モデルを導入する必要

がある．並列実験の打ち切りの可能性について検討す

るにも，性能モデルの仮定が必要である．性能モデル

が導入されると，試行の順序の最適化ができる可能性

がある．

また，本稿では並列試行において，実施プロセッサ数

の減少に反比例して所要時間が増加することを仮定し

たが，これは性能が問題サイズに比例することを意味

している．このような仮定の下では，試行に小さい問

題を用いても正しく性能評価ができることになる．よっ

て，極めて小さい問題を試行に用いることにより，ほぼ

最初から最適解を見いだせることになってしまう．今

回は実施プロセッサと試行プロセッサで同一の問題サ

イズとしたが，試行に小さい問題を使う手法は検討し

なければならない．

また，今回は候補の選択を変更するときにオーバー

ヘッドがかからないと仮定した．無視できないオーバー

ヘッドを仮定すると，残り反復回数が少ないときには

あえて最速の候補に変更しないほうが有利になりうる．

さらに，試行が完了していない段階では，よりよい候

補が見つかる可能性があり，あわてて候補を変更しな

いほうがよい場合もある．

なお，今回のシミュレーションでは反復ごとに同期

を取る仮定となっている．同期の不要な独立タスクで，

動的負荷分散が効率よくできる場合は，並列試行では

なく，並列実験の方がよいと予想される．
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