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In this article, we present overview of our research on mathematical core for online automatic

tuning based on Bayesian statistics. Also we discuss experiments on the methods of estimating

variance components, which is important for stable optimization.

Key Words : automatic tuning, sequential experimental design, variance components

1. はじめに

自動チューニングとは，実行環境やデータに対して

ソフトウェア自身が適応することにより，ソフトウェ

アが本来持っている性能やよい性質を，常に引き出す

ことができるようにすることを目指す技術的パラダイ

ムである [1][2]．最適化コンパイラや適応的アルゴリズ

ムとも関係が深いが，「自動チューニング」といったと

きには，現実の環境でソフトウェアを実際に実行して

データを収集することによって最適化を目指す手法を

特に指すのが一般的である．

自動チューニングソフトウェアの初期の例は

ATLAS[3] や FFTW[4] といった数値ライブラリで

あったが，これらの例では自動チューニング機構はプ

ログラマの手により組み込まれており，そのために単

純な処理のプログラムに数万行以上のプログラミング

コストがかかっていた．その後，電気通信大学（現東

京大学）の片桐ら [5][6] により，プログラム中に指示

行を書き込むことで，自動チューニング機構を組み込

む仕組みが提案された．これにより，自動チューニン

グソフトウェアを構築することが格段に容易となった

だけでなく，数値ライブラリの実装技術とみなされて

いた自動チューニング技術が，ソフトウェア全般に適

用可能な「汎用技術」たりうることが実証された．

著者らは，汎用技術としてのソフトウェア自動チュー

ニングを高度化することを目標に掲げて研究をしてい

る．ソフトウェア自動チューニングのさらなる高度化

のためには，ABCLibScript のような (1) プログラミ

ング言語のほかに，(2) 実行系や性能情報保存などのシ

ステム，(3) 最適化のための数理，(4) それぞれのアプ

リケーションにおける個別の最適化技術，の 4つの側

面での研究開発が必要である．これらの中から，著者

らは特に (3) の数理の部分に注目して研究を進めてい

る [7]～[12]．

本稿では，著者らが提案してきた Bayes 逐次統計に

基づく自動チューニングのための数理手法について論

ずる．特に本稿では，分散成分の推定手法の比較を行

う．分散成分の推定について我々はすでに [12]におい

て基礎的な検討をしているが，今回は [12]の手法をよ

り具体化するとともに，久保川らにより改良された手

法 [13]を候補に加え，これらの手法を実装し，実験を

通じて手法の性能比較を行った．

2. Bayes 統計に基づくオンライン自動チ

ューニングのための数理コア

(1) 数理的考察のための自動チューニングの抽象化

自動チューニングの数理を考察するにあたっては，ま

ず自動チューニングという技術を数理的な立場で抽象

化してとらえることが必要である．

自動チューニングは，ソフトウェアが自分自身を環

境に適応させる技術である．そこで必要となる適応能

力の実現方法にはさまざまな方法が考えられるが，い

ずれにせよ，ソフトウェアの内部に（環境に応じて）変

化する部分が必要である．この変化を制御する「つま

み」にあたるところを，以下では「チューニングパラ

メタ」と呼ぶ．チューニングパラメタは実際にパラメ

タ変数のような場合もあるし，異なるライブラリを呼
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び出すという形を取る場合もある．また，連続的な値

を取りうる場合も，離散的な値しか取りえない場合も

ある．これらの場合をすべてひっくるめて「チューニ

ングパラメタ」と呼ぶのである．

ソフトウェアが自分自身を適応させる対象である「環

境」には，処理を実行するハードウェアやシステムソフ

トウェア，処理対象となるデータや，同じリソースを共

有して使うタスクなど，さまざまなものが考えられる．

環境の情報はすべてが完全に既知とは限らない．観測

したり制御したりできないような環境の要因は，「擾乱

要因」となって，自動チューニングにおける測定や最

適化に影響を及ぼす．

ATLASのような初期の自動チューニングソフトウェ

アは，インストール時に実行環境で「試行」（実験的な

実行）を行い，計算環境に適応したライブラリを固定

して提供するというものが多かった．このような「試

行」に対して，実用的なソフトウェア利用における実

行を以下では「実施」と呼ぶ．

プログラマは，ソフトウェアを効率的にチューニン

グするために有用な「事前情報」を持っていることが

ある．そのような事前情報の中で，とりわけ役に立つ

のが性能などの「モデル」である．すなわち，パラメタ

をどのように変化させると，性能がどのように変化す

るかを，近似的に表現したものである．モデルは「未

知変数」を含みうる．これらの未知変数の値は，実行

と測定を行うことにより，数理的な手法で推定するこ

とができる．これを「フィッティング」という．

自動チューニングは一種の最適化であるので，「目的

関数」が必須である．すなわち，ソフトウェアの性能

を「実施」あるいは「試行」を通じて測定することに

より，与えられた「環境」に対して「目的関数」を最

適にする「チューニングパラメタ」の値を探す，とい

うのが自動チューニングの数理モデルである．その際，

「モデル」などの「事前情報」を有効に活用し，効率的

に最適化を行うのが望ましい．

(2) Bayes 逐次統計に基づくオンライン自動チュー

ニング数理コア

我々は，自動チューニングの数理に特に着目して，研

究を進めてきた．我々が提案している数理手法は，つ

ぎの 4 つの特徴を持っている．

1. オンライン自動チューニング

2. Bayes 統計に基づくモデリング

3. 準最適な逐次実験計画法

4. 安定したチューニングの実現のための条件

オンライン自動チューニング 自動チューニングの従

来研究の多くでは，「目的関数」が不明確であった．例

えば ATLAS ではおもに大規模行列計算における計算

時間を“目的関数”としているが，具体的にどういう

サイズの問題の所要時間に対して，どのような重みづ

けをして目的関数を構築しているのかは明確ではない．

そして，自動チューニングソフトウェアが想定してい

る“目的関数”と，利用者が期待している“目的関数”

とが一致しない場合，チューニングの結果は最適でな

い可能性がある．

しかし，実際には利用者自身も，自分がどのような

計算をする予定であるか，定量的に明確にすることは

困難である．これを解決するひとつの方法として考え

られるのが，実際の利用（すなわち実施）の履歴から，

将来の利用を推定し，それにあわせてチューニングを

行うことである．

また，従来手法の多くでは，性能情報を得るために

試行を行ってきたが，性能情報は実施においても得る

ことができる．実施は実際の利用なので，実施時に得ら

れた性能情報に基づいてチューニングすることで，履

歴に基づく自動チューニングが自然に実現できること

になる．このような自動チューニングの手法を，我々

は「オンライン自動チューニング」と名付けた [9]．

Bayes 統計を用いた自動チューニングのための数理

自動チューニングの最適化においては，考慮しなけれ

ばならない不確定性の要因が 2つある．ひとつは擾乱

要因による性能およびその測定結果のばらつきである．

もうひとつは事前情報の不完全性やフィッティングの誤

差によるモデルの誤差である．従来の自動チューニン

グ研究の多くでは，これらの要因に対する対処が十分

であったとは言えない．

これに対し，我々はBayes統計 [14]を用いることで，

このふたつの不確定性を定量的に扱うことを提案して

いる [7][8]．すなわち，Bayes統計の「事前分布」とし

てモデルおよびその誤差を表現し，これに測定結果を

あわせて「事後分布」を得ることにより，モデルと実

測から得られる情報を数理的に根拠のある手法で結合

した性能の推定を行うことが可能となる．

準最適な逐次実験計画法 Bayes 統計に基づいて自動

チューニングの問題を数学的に定式化すると，bandit

problem と呼ばれる問題 [15] に帰着される [7]．当初

我々はこれの最適解を数値的に求めることに取り組ん

だ [7][8] が，パラメタの取りうる値が広くなると，非

現実的な計算量が必要となってしまう．そこで我々は

[9][10]において，計算量が少ない準最適な逐次実験計

画法を提案した．これは近似解でありながら，実験コ

ストと得られる情報量の定量的なバランスを見て実験

を決定することができるという特徴を持つ．



安定したチューニングのための条件 Bayes 統計は極

めて一般的な枠組みであり，実装の可能性は多岐にわた

る．我々は数値実験を通じて，我々の提案手法が最適化

を達成しない場合が存在することに気がついた [11][12]．

これは統計学で古典的な難問である分散成分問題に関

係がある．すなわち，上述のふたつの不確定性のうち，

擾乱要因による変動が，モデルの誤差に比べて比較的

大きい場合，通常の統計手法で推定すると，正の確率

でモデルの誤差を 0 だと誤判定してしまう．最悪の場

合，モデルは厳密に正しいと推定されてしまい，モデ

ル上で最適なパラメタが「決定版」として選択され，そ

れ以上実験が行われなくなってしまう．このような事

態に陥らなければ，無限に実施を繰り返す極限におい

て実験が十分に行われ，モデルの精度が適切に把握さ

れ，真の最適解が得られるはずである．このような望

ましい性質を「漸近最適性」と呼ぶ [12]．

逆にモデルの誤差をあまりに大きく推定してしまう

と，チューニングパラメタが取りうるすべての値に対

して実験をしなければ何の最適化もできないという結

果になってしまう．チューニングパラメタが取りうる

値の範囲が極端に広い場合には，このような手法は現

実的ではない．そのようにならないという性質を「初

期実験の有限性」と呼ぶ [12]．

自動チューニングは，人手を離れてソフトウェアが

自分自身を最適化する．人がチューニングの経過を確

認することができるのであれば，適切に最適化ができ

ているかどうか判断し，必要ならば手法を変更するこ

ともできるが，自動チューニングではそのような機会

があるとは期待できない．そこで，「漸近最適性」や「初

期実験の有限性」といった基本的な性質を，数理手法

のレベルで保証してやる必要がある．

3. 分散成分の推定方法の比較

本稿の残りでは，以前の論文 [12]で取り上げた，漸

近最適性を実現するための分散成分の推定問題につい

て，新しく実験を行ったので報告する．今回は簡単の

ため測定値を yij = xT
i b+di+ eij と仮定する．ここで

i はチューニングパラメタに対するある値（以下「選択

肢」とよぶ）を表し，yij は選択肢 i を用いた j 回目の

実施での性能の測定値である．xT
i は既知のベクトルで

線形モデルを表し，bはその未知係数である．di はモ

デルと真の平均値との乖離であって，平均 0, 分散 τ2

の正規分布に独立に従うと仮定する（Bayes 統計の事

前情報）．eij は擾乱要因によるばらつきで，平均 0, 分

散 σ2 の正規分布に独立に従うと仮定する．

分散成分の問題は，測定値から σ2 と τ2 を推定する

ことである．ただし σ2 はモデルとは独立に推定できる

ので，本質的なのは σ2 を仮定したときの τ2 の推定で

ある．我々は [12]において 2つの推定方法

τ̃20 = max{0, e− ψ/ϕ}, τ̃21 = e/ϕ

について考察した．前者は標準的であるが 0 を取り

うるという問題がある一方，後者は常に正の値を出す

が，無視できないバイアスがある．ただしこのバイア

スは，実験を増やす方向に働くため，情報が多く集ま

り，最適に近い選択をする傾向にあるはずである．な

お，e = (ȳ−γ)TU(ȳ−γ)T , ϕ = tr((I−L)TU(I−L)),
ψ = tr((I − L)TU(I − L)σ2N−1) である． γ は平均

コストの推定値で，ある行列 L により標本平均 ȳ から

γ = Lȳ のように推定されるとする．U は適当な正定

値対角行列，N は実験回数を並べた対角行列である．

論文 [12]で我々は U について具体的な言及をしなかっ

たが，今回 U = I, U = V −1, U = N , という 3 通りで

実験を行った．これらの U による τ2 の推定値を，τ̃20I ,

τ̃20V , τ̃
2
0N などと表すことにする．また，久保川による推

定方法 [13]で得られたものを τ̃2K とする．なお，以下の

実験では σ2 には真値を与え，L は V = τ̃2∗ I + σ2N−1

として L = X(XTV −1X)−1XTV −1 とした．データ

は [11]で linear と呼んでいる方法で生成した．実験計

画は [9] で提案した手法であるが，実施回数は過去の

実施回数の 2 倍と推定した [11]．以下，σ2 = 0.1 に

固定，実際の実施回数は，選択肢の数を M とすると，

M = 10 のとき 50 回，M = 100 のとき 100 回であ

る．シミュレーションは各 200 回行い，目的関数（リ

グレットと呼ばれる [10][11]）の平均値を求めた．標本

分散から推定される平均値の有効数字は 1 桁強である．

表–1 目的関数（リグレット）の平均値
M 10 10 10 100 100 100

τ2 0.1 0.01 0.001 0.1 0.01 0.001

τ2K 0.11 0.068 0.071 0.24 0.099 0.065

τ21I 0.12 0.075 0.075 0.23 0.12 0.087

τ21V 0.12 0.074 0.073 0.23 0.12 0.076

τ21N 0.14 0.084 0.077 0.36 0.11 0.066

τ20I 0.11 0.071 0.074 0.24 0.10 0.063

τ20V 0.12 0.074 0.066 0.23 0.094 0.063

τ20N 0.13 0.064 0.065 0.32 0.11 0.065

τ2 0.12 0.059 0.060 0.22 0.10 0.066

表-1 に，各手法により得られたリグレットの平均値

を示す．これが小さいほどよい手法である．最後の行

には，参考値として，τ2 を推定せずに真値を用いた場

合のリグレットを示した．ただし，τ2 の真値といって

も，これは母集団の真値にすぎず，個々のサンプルに



対してこれが最適になるわけではないので，単なる参

考値である．

今回の実験では，手法間で大きな差は見られなかっ

た．しかし，τ21N と τ20N は τ2 = 0.1 においていずれ

の M でもやや性能が低い．また，τ2 = 0.001 におい

ては τ20V がいずれの M でもややよい結果を与えてい

る．τ20V はどの例題においても安定した結果を与えて

おり，今回の実験ではもっともよかったといえそうで

ある．それに次ぐのが久保川の手法 τ2K である．τ
2
0V は

実際にときどき 0 という推定値を出しているが，[12]

の 4.2 節で述べたモデルの不確定性の評価方法が働い

て，うまく実験計画が動作したようである．今回固定

した L との相性がよいことが原因かもしれない．

今回の実験からは各手法で大きな違いはないと推測

されるが，今後 M が大きい例などさらに詳しく実験

を行い，各手法の有効性を検証する必要がある．

4. おわりに
本稿では，我々が提案してきた自動チューニングの

数理手法を概観したあと，分散成分の推定方法につい

て実験的な比較を行った．

自動チューニングの研究には，(1) プログラミング，

(2) システム，(3) 数理，(4) 各問題での個別技術，の 4

つの側面がある．このうち，従来研究の多くは (4) の

個別技術に関するもので，(1) のプログラミングに関す

るものが若干ある程度であった．数理とシステムに関

しては，研究は始まったばかりと言える．研究課題は

たくさんあり，今後ひとつずつ取り組む予定である．
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